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平成３０年１１月 武雄市農業委員会「総会」議事録 

 

 １．日 時    平成３０年１１月５日（月） 

          （開会）１３時３０分 （閉会）１５時３５分 

 
 ２．場 所    武雄市役所 ４階会議室 
 
 ３．農業委員出席状況   出席者１８人  欠席者 １人 

議席 

番号 
氏名 出席 欠席 

議席 

番号 
氏名 出席 欠席 

１ 中尾 和則  〇 １１ 川口 敏広 〇  

２ 富永 光男 ○  １２ 古川さゆり 〇  

３ 末藤 良郎 ○  １３ 稲富  守 〇  

４ 佐佐木幸夫 ○  １４ 永石 芳彦 〇  

５ 中島  薫 ○  １５ 山下 英喜 〇  

６ 中村 和仁 ○  １６ 川内 正美 〇  

７ 中村 一明 ○  １７ 山口 武美 〇  

８ 田代 了三 ○  １８ 相原 經憲 〇  

９ 松尾 隆雄 ○  １９ 岩橋 久美 〇  

１０ 向井 健作 ○      

 

 ４．農地利用最適化推進委員で出席した者 
    なし 
 

 ５．協議事項  

   議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について        ５件 

   議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について        ４件 

   議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について       １４件 

   議案第４号 農用地利用集積事業計画（案）について 

   議案第５号 農業振興地域内、農用地からの除外について 

   議案第６号 武雄市非農地証明について                ３件 

   報告第１号 農地等形状変更届出について               ２件 

   

 ６．議事内容 以降記載 

 

―――――――――――――――――《開会》 ―――――――――――――――――― 

 

事務局長   皆さんこんにちは。定刻になりましたので、平成３０年１１月の武雄市農

業委員会「総会」を始めたいと思います。 

本日は、１番 中尾和則より欠席の届け出があっております。欠席者１名

ということで、在任委員の過半数以上の出席となっておりますので、農業委
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員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、本日の総会は成立をいた

します。 

それでは、会長よろしくお願いします。 

 

――――――――――――《議事録署名人指名・報告事項》―――――――――――― 

 

会 長    皆様こんにちは。事務局長が申しましたように、ただ今から平成３０年１

１月の農業委員会総会を開催いたします。 

 

（時勢報告等のあいさつを省略） 

 

本日は、議案第１号から議案第６号までの審議をお願いいたします。その

後に１件の報告事項がございます。 

審議に入る前に、本日の議事録署名人を、３番 末藤委員、８番 田代委

員を指名いたします。よろしくお願いします。 

       それでは、議案審議に入る前に、事務局から報告事項をお願いします。 

 

事務局    まず「１．武雄市農業委員会 事業報告 平成３０年１０月分」をご覧下

さい。先月の総会からあとの事業について記載しております。主なものとし

ては、１０月１５日に佐賀県農業会議の常設審議会が開催され、武雄市の２

案件について意見聴取を行いました。１０月２９日に調査委員会開催し、転

用申請案件２件について審査を行いました。 

 

       次に「２．総会審議後の県許可の状況」についてご報告します。新幹線工

事や複線化に伴う一時転用の許可が出ております。１０月総会で審議いただ

いた分は 1 件の許可が出ております。 

 

       次に「３．農地法第３条の３第１項の規定による届出書」についてご報告

します。相続により農地を取得した場合には、農業委員会に対して届出が必

要です。資料には今年の１月以降の届出件数について記載をしております。 

 

       次に「４．転用許可後の地目変更依頼について」報告します。 

       過去に農地転用の許可を受けたが、その後に地目変更の登記が行われずに、

登記簿の地目が農地のままになっている土地について是正が必要ですので、

事務局ではこれらについて登記手続きを行っていただくよう、申請者に対し、

順次通知をすることにいたしました。 

 

       次に「５．九州新幹線武雄温泉・長崎間及び佐世保線複線化区間鉄道建設

に伴う平成２８年度下記から平成３０年度上期農地契約報告」について報告

いたします。新幹線や複線化事業のために鉄道運輸機構が市内の農地を取得、

借地をしたものについて、１０月１５日付けで事務局に報告がありました。
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こちらは全国新幹線鉄道整備法の認定に基づいて行われたものですので、農

地法上の転用手続きは不要とされております。 

 

       次に「６．利用権設定業務について」報告いたします。 

       １０月の総会で同意いただいた利用権の設定については、貸し手、借り手

双方に対し、１０月１０日付けで利用権設定通知書を発送いたしました。ま

た、まもなく終期を迎える利用権について、貸し手、借り手双方に対し、１

０月１９日付けで更新についての文書を発送いたしました。 

 

       次に「７．農業者年金の新規加入について」推進の報告をいたします。 

       １０月１８日に、朝日町のトレーニングファームにて、２名に対し農業者

年金の制度を説明いたしました。その結果、翌１９日には２名の方が新規加

入をされました。 

 

       次に「８．法人報告書の提出状況について」報告いたします。 

       農地所有適格法人が農地を耕作している場合や、それ以外の一般法人が「解

除条件付き賃借」を行って農地を耕作している場合には、法律の規定により、

毎年、事業年度の終了後３か月以内に、事業の状況を農業委員会に報告する

必要があります。資料には今年の４月以降の各法人からの届出状況を記載し

ております。 

 

       次に、「その他（１）都市計画法に基づく用途地域について」ご説明します。

都市計画法に基づき、武雄市の都市計画区域内における用途地域が資料のと

おり定められております。農地転用における「農地区分」の判断では、この

用途区域内の農地であれば、「第３種農地」として取り扱いますので、議案を

審査する際にご参照下さい。 

 

       次に、「その他（２）武雄都市計画道路 武雄北方線（国道３４号線）につ

いて」ご説明します。国道３４号線武雄バイパスについては、平成３０年１

月２６日に、資料のとおり北方町志久まで区間延伸の都市計画決定が行われ

ておりますので、議案を審査する際にご参照下さい。 

       

会 長    事務局から報告がありました。皆様からお尋ね等はございませんか。 

 

（なし） 

 

会 長    特に無いようですので、審議事項に入ります。 

 

――――――――――《議案第 1号 農地法第３条 許可申請》―――――――――― 

 

会 長    では、議案第１号を議題といたします。農地法第３条の規定による許可申
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請が５件提出されております。この５件について、事務局の説明をお願いし

ます。 

 

事務局    議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について説明します。 

 

       申請番号１番。所有権移転。〇〇町の田１筆、１,８５４㎡。譲渡人は「耕

作の効率を考えたため。」売り渡したいということです。譲受人は「現在保有

している農地は用途区域で宅地化が進み、今後営農が難しくなるのが見込ま

れるため、用途地域外の農地を求めたい。」ということで申請をされています。

土地代金は〇〇です。 

 

       申請番号２番。所有権移転。〇〇町の畑２筆、合計３６６㎡。譲渡人は「高

齢のため耕作できない。」譲受人は「自宅近くで管理しやすい。」というもの

です。土地代金は〇〇です。 

 

       申請番号３番。所有権移転。〇〇町の畑１筆、１８５㎡。譲渡人は「高齢

のため管理できない。」譲受人は「自宅の隣で耕作しやすい。」ということで

す。土地代金は〇〇です。 

 

       申請番号４番。所有権移転。〇〇町の田２筆、１,８７０㎡。譲渡人は「高

齢のため耕作できない。」譲受人は「自宅近くで管理しやすい。」というもの

です。土地代金は〇〇です。 

 

       申請番号５番。所有権移転。〇〇町の田１筆、１２０㎡。譲渡人は「高齢

のため管理できない。」譲受人は「わのうのため、管理しやすい。」というも

のです。土地代金は〇〇です。 

 

     以上、申請番号１番から５番まで、５件とも判断基準を全て満たしている

と判断しています。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長    議案の説明が終わりました。地元委員から補足説明があるようでしたら、

それを受けてから審議に入ります。何かございませんか。 

 

〇〇番委員  １番の件です。場所は〇〇です。譲受人は〇〇の方ですが、数年前に農地

を売られて、また少し欲しいということで、少し遠いですが今回申請されて

います。 

 

会 長    私から３番の件ですが、今まで譲渡人が作っておりましたが高齢になり、

農地の隣に家がある譲受人が買うことになりました。 

 

会 長    他にございませんか。（なし）。地元委員の補足説明が終わりましたので、
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議案第１号について、ご意見、ご質疑等あれば出していただきたいと思いま

すけれども、何かございませんか。 

 

      （質疑なし） 

 

会 長    それでは、意見も無いようですので、議案第１号についての質疑をとどめ

ます。議案第１号、農地法第３条の規定による５件の許可申請について、許

可することに異議ございませんか。 

 

      （「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。よって、議案第１号、農地法第３条の規定による５

件の許可申請については、許可することに決しました。 

 

――――――――――《議案第２号 農地法第４条 許可申請》―――――――――― 

 

会 長    次に議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請を議題といたします。

農地法第４条の規定による許可申請が４件提出をされております。この４件

について、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局    申請番号１番。農地は〇〇町の田１筆、３３㎡。「平成２０年頃から、亡父

が自宅倉庫の一部として利用していた。」というものです。既に倉庫が建って

おりますので、始末書が添付されております。 

       同時利用地として宅地６２㎡を合せ、計９５㎡で倉庫・通路その他が建っ

ております。 

       なお申請地西側の農地は、今月、第５条の転用許可で申請が出されており、

後でご審議いただく予定です。 

申請地は都市計画法に規定する用途地域内の農地ですので農地区分は第３

種農地。許可基準の該当事項は「許可し得る。」と判断しております。 

 

       申請番号２番。農地は〇〇町の田１筆、４８３㎡。「現在〇〇に住んでいる

が、武雄市に自己所有の農地がある。農作業を行う際は実家を利用していた

が、将来の移住を考え一般住宅を建設したい。」というものです。一般住宅、

駐車場、通路その他を含め４８３㎡で計画されています。 

こちらも、都市計画法に規定する用途地域内の農地ですので農地区分は第

３種農地。許可基準の該当事項は「許可し得る。」と判断しております。 

 

       申請番号３番。農地は〇〇町の畑２筆、計３２０㎡。「昭和５１年、平成１

４年の２度の増築の際から、宅地・庭園の一部として利用していた。」という

ものです。同時利用地の宅地を含めて、一般住宅・庭園・通路で６４２.43 ㎡

で計画されております。申請地は既に庭園の一部として使用されていますの
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で、始末書が添付されています。 

       農地区分は「農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農

地」で第２種農地、許可基準の該当事項は「周辺の他の土地に立地すること

が困難な場合は許可し得る。」と判断しております。 

 

申請番号４番。農地は〇〇町の畑２筆、計１,１７５㎡。「県外在住で管理で

きなかったため、平成５年頃植林をした。」というものです。現在、杉が１５

０本立っています。こちら、農振除外の手続済みです。すでに植林が終わっ

ていますので始末書が添付されています。 

       農地区分は「農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農

地」で第２種農地、許可基準の該当事項は「周辺の他の土地に立地すること

が困難な場合は許可し得る。」と判断しております。 

 

       以上ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長    事務局の説明が終わりましたが、この件について地元委員さんから補足説

明があれば、その説明を受けてから審議に入りたいと思います。何かござい

ませんか。 

 

〇〇番委員  ２番の件です。申請者は〇〇の〇〇で勤務されています。１週間ごと位に

実家に帰って農業をされております。実家の前に２反弱ぐらいの田んぼがあ

り、約４分の１を一般住宅にしたいということです。今回、子どもさんが来

年から小学校に入学するので、ぜひ地元に帰ってきたいという事で計画をさ

れています。 

       なお、申請地の東側は分譲地になっており、「いさかいになってはいけない

から」と側溝を設けるとの事です。北側は市道ですが、２０年ほど前に市が

法面と田の一部を購入し「将来、市道を広げる場合は市が側溝を付ける」こ

とが決まっているそうです。今回埋め立てていないところも、「将来埋められ

た場合には市が側溝を作る」ことで調整が取れているとの事です。また、申

請地の西側・南側の残った田との境界は当面、Ｌウォール等は置かずに法面

のままとし、時間をかけて埋めることで工事をするとの事です。 

 

会 長    地元委員の補足説明が終わりましたので質疑を開始します。何かございま

せんか。 

 

      （質疑なし） 

 

会 長    いいですか。質疑もないようですので、議案第２号の質疑をとどめます。

議案第２号 農地法第４条の規定による４件の許可申請については、本委員

会としては許可しても差し支えない旨意見を付けて、佐賀県知事に送ること

に異議ございませんか。 
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      （「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。 

よって、議案第２号、農地法第４条の規定による４件の許可申請について

は、本委員会としては許可しても差し支えない旨意見を付けて、佐賀県知事

に送ることに決しました。 

 

――――――――《議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請》――――――― 

 

会 長    次に、議案第３号を議題といたします。農地法第５条の規定による許可申

請が１４件提出をされています。この１４件について、事務局の説明をお願

いします。 

 

事務局    申請番号 1 番。所有権移転。〇〇町の田２筆、計２,０５４㎡。「申請地は住

環境に優れていて、十分に需要が望める」ということで長屋住宅への転用を

申請されています。同時利用地として宅地４.37 ㎡を含み、長屋住宅２棟・２

２戸、駐車場、駐輪場、通路その他で２,０５８.37 ㎡で計画されています。申

請地は先ほどの４条許可の申請番号１番の西側に隣接する農地です。 

都市計画法に規定する用途地域内の農地ですので農地区分は第３種農地。

許可基準の該当事項は「許可し得る。」と判断しております。 

 

申請番号２番。所有権移転。〇〇町の田１筆、計２,１４４㎡。「申請地は市

街地に隣接しており、住環境も整っていて、共同住宅の需要が見込まれたた

め。」共同住宅への転用を申請されています。共同住宅２棟・３０戸と駐車場、

駐輪場、通路その他を計画されています。農振除外の手続は済まれています。

なお、申請地北側の田も平成３０年１０月５日に共同住宅で４条許可が出て

おります。 

       農地区分は「第３種農地になることが見込まれる区域内にある農地。」で第

２種農地。許可区分の該当事項は「周辺の他の土地に立地することが困難な

場合には許可し得る。」と判断しております。 

 

       申請番号３番。賃貸借権設定。〇〇町の田１筆５６５㎡のうち１７.66 ㎡。

「胡瓜トレーニングファームの研修棟を建設するにあたり、接道が必要とな

ったため。」通路への転用を申請されています。幅員２メートルの通路と階段

を１７.66 ㎡で計画されています。申請地は農振農用地ですので軽微な変更の

手続きを済まれています。 

       農地区分は「農用地区域内にある農地」ですので、許可区分の該当事項は

「用途区分の変更」として許可し得ると判断しております。 

 

       申請番号４番。所有権移転。〇〇町の田３筆、計５７４㎡。「公民館の隣地
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にあり、区民の運動広場及び駐車場、災害時の避難場所としても利用したい。」

として多目的広場への転用計画をされています。多目的広場５００㎡と駐車

場５台分を５７４㎡で計画されています。 

       農地区分は「農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農

地」で第２種農地、許可基準の該当事項は「周辺の他の土地に立地すること

が困難な場合は許可し得る。」と判断しております。 

 

       申請番号５番。所有権移転。〇〇町の畑１筆、２０８㎡。「現在アパート住

まいだが、子供の成長に伴い手狭になった。将来を考え実家近くの当該地に

住宅を建てたい。」として一般住宅の転用を申請されています。同時利用地と

して隣の宅地１６４.81 ㎡を含め、一般住宅と駐車場、通路その他で３７２.81

を計画されています。 

       農地区分は「水道管、下水道管が埋設されている道路の沿道の区域で、か

つ概ね５００ｍ以内に２つ以上の教育施設、医療施設が存在する。」として第

３種農地。許可基準の該当事項は「許可し得る」と判断しております。 

 

       申請番号６番。所有権移転。〇〇町の畑 1 筆、６０３㎡。「譲渡人が市外在

住のため管理ができないため、譲受人が譲り受けて太陽光発電システムを設

置したい」として太陽光発電施設への転用を申請されています。太陽光パネ

ル１２０枚を計画されています。 

       農地区分は「農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農

地」で第２種農地、許可基準の該当事項は「周辺の他の土地に立地すること

が困難な場合は許可し得る。」と判断しております。 

 

       申請番号７番。使用貸借権設定。〇〇町の田１筆、７９５㎡。「現在３世代

が離れて暮らしている。今後はお互いが子育てや、親の介護をしやすいよう

に、隣接して一般住宅をそれぞれ建てたい。」として一般住宅への転用を申請

されています。貸付人の子供さんとお孫さんの一般住宅２棟と駐車場、法面、

通路・水路併せて７９５㎡で計画されています。農振農用地でしたので、農

振除外の手続は済まれております。 

       農地区分は「農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農

地」で第２種農地、許可基準の該当事項は「周辺の他の土地に立地すること

が困難な場合は許可し得る。」と判断しております。 

 

       申請番号８番。所有権移転。〇〇町の田１筆、９６１㎡。「申請地周辺は小

学校や商業施設等、生活環境が充実した地域であるため長屋住宅を建てた

い。」という転用申請です。長屋住宅３棟・１２戸と駐車場、通路その他、緑

地で９６１㎡で計画されています。 

       農地区分の該当事項は「〇〇市民センターより概ね３００ｍ以内の農地」

ですので、第３種農地。許可基準の該当事項は「許可し得る」と判断してお

ります。 
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       申請番号９番。所有権移転。〇〇町の田１筆、９３５㎡。「現在、建築用資

材の仮置き場及び作業者駐車場が不足しているため、申請地に整備したい。

また、本社敷地が道路拡張に伴い狭くなったため、従業員の駐車場としても

利用したい。」という転用の申請です。 

農地区分の該当事項は「〇〇市民センターより概ね５００ｍ以内の農地」

ですので、第２種農地。許可基準の該当事項は「許可し得る」と判断してお

ります。 

 

       申請番号１０番。所有権移転。〇〇町の田１筆、８８４㎡。「申請地周辺は

小学校や商業施設等、生活環境が充実した地域であるため長屋住宅を建てた

い。」という転用の申請です。長屋住宅２棟・１０戸と駐車場、通路その他を

８８４㎡で計画されています。 

農地区分の該当事項は「〇〇市民センターより概ね５００ｍ以内の農地」

ですので、第２種農地。許可基準の該当事項は「周辺の他の土地に立地する

ことが困難な場合には許可し得る」と判断しております。 

 

       申請番号１１番から１４番までは、賃貸借権の設定で、一時転用です。全

て〇〇の工事用地として、平成２８年、２９年に許可を受けておられますが、

許可が平成３１年１月１５日で切れますので、その延長として申請をされて

います。４件とも貸付期間は平成３１年９月１５日までです。 

       この４件については、「農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性

の低い農地」である第２種農地と「農用地区域内にある農地」が混在してお

ります。第２種農地につきましては、許可基準の該当事項は「周辺の他の土

地に立地することが困難な場合は許可し得る。」と判断しております。農用地

区域内にある農地につきましては、「一時的な利用に供するもの」で許可し得

ると判断しております。 

       説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

会 長    事務局の説明が終わりました。１番及び２番の案件につきましては、１０

月２９日に調査委員会を行っておりますので、座長の川口委員さんから調査

結果の報告をお願いします。 

 

調査委員会座長（１１番委員） 

それでは調査委員会の報告をいたします。 

平成３０年１０月２９日午後１時３０分から調査委員会をＡ班及び地元農

業委員及び地元推進委員により、武雄市役所３階会議室及び現地にて開催し、

議案第３号、農地法第５条の規定による２件の申請について審議しました。 

 

まず議案第３号、申請番号１番の「長屋住宅」について、代理人から、転

用理由、転用計画等の説明があり審議しました。 
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主な質疑・要望は、 

１点目に、「周囲の道路が狭いが、工事車両はどこから入るのか。」という

質疑があり、これに対し「国道から申請地の西側の道路より入る。その道路

は大型車両も入る」という回答がありました。 

       ２点目に「今回は進入口が広いがなぜか。」という質疑があり、これに対し、

「地元からの要望で、車が離合できるようにフェンスを張らないようにして

いる。また、道路側溝を申請地側へずらして付け直し、道路の拡幅工事を行

う。」という回答がありました。 

      ３点目に排水計画について代理人より説明があり、「道路側溝は農業用水路

となっているため、北側の水路へ放流する計画である。申請人、建設課と協議

は済んでいる。」とのことでした。また、「北側の水路との境界部分については、

地元の要望により、管理しやすいように張りコンをする予定である。」と説明

がありました。 

       以上、質疑等ありましたが、申請番号１番の案件について、調査委員会と

しては、転用の許可基準から許可しても差し支えないという判断になりまし

た。 

 

続きまして、議案第３号 申請番号２番の「共同住宅」について、申請人

から、転用理由、転用計画等の説明があり審議しました。 

主な質疑・要望は、 

１点目に「保育所があるので工事期間は短いほうがいいと思うが、北側の

転用地と同時に埋立てするのか。」という質疑があり、これに対し「北側の申

請地と同時に埋立てる予定である。」という回答がありました。 

      ２点目に「共同住宅の管理は誰がするのか。土地改良区との協議が必要に

なった際には誰が対応するのか。」という質疑があり、これに対し「管理や協

議については、〇〇に委託する。」という回答がありました。 

       ３点目に「入口に農業用パイプが入っているが、確認はできているのか。」

という質疑があり、これに対し「地元区長さんと協議が済んでいる。流れを

検査した後、コンクリートで養生する予定である。」とのことでした。 

       以上、質疑等ありましたが、申請番号２番の案件について、調査委員会と

しては、転用の許可基準から許可しても差し支えないという判断になりまし

た。以上です。 

 

会 長    はい、ありがとうございました。１番及び２番の案件については調査委員

会の報告が終わりましたが、残る３番から１４番までの案件について、地元

農業委員さんから補足説明があれば、その説明を受けてから質疑に入りたい

と思います。地元委員さん、何かございませんか。 

 

１８番委員  ８番、９番、１０番の案件を説明します。場所は〇〇の真裏です。隣接農

地の承諾はもらっています。水路関係を地元の役員さんに確認をしてもらっ

ていますが、問題はありませんでした。以上です。 
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１６番委員  ６番の案件を説明します。私のほうに地元委員の確認に来られましたが、

申請地が〇〇区と〇〇区との境界付近でしたので、どちらの行政区や生産組

合に所属するのか現地に行ったりして調べましたが、分かりにくくて困った

経過がありました。最終的には〇〇区長と〇〇の生産組合長の承認印をもら

っています。 

 

会 長    生産組合はどちらでもいいという所があるかもしれませんが、区のほうは

線引きをしてあって、管理する水路の範囲は決まっていると思いますので、

そこを管理する区長さんの印をもらう必要があると思います。 

       他にございませんか。地元委員さんの説明が終わりましたので、質疑を開

始します。何かございませんか。 

 

      （質疑なし） 

 

会 長    特に無いようですので、議案第３号の質疑をとどめます。議案第３号 農

地法第５条の規定による１４件の許可申請については、本委員会としては許

可しても差し支えない旨意見を付けて、佐賀県知事に送ることに異議ござい

ませんか。 

 

（「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。 

       よって、議案第３号 農地法第５条の規定による１４件の許可申請につき

ましては、本委員会としては許可しても差し支えない旨意見を付けて、佐賀

県知事に送ることに決しました。 

 

―――――――――《議案第４号 農用地利用集積事業計画（案）》――――――――― 

 

会 長    次に、議案第４号を議題といたします。武雄市農用地利用集積事業計画書

（案）につきまして事務局の説明をお願いします。 

 

事務局    議案第４号農用地利用集積事業計画（案）についてご説明します。 

       １ページをご覧ください。こちらに平成３０年度第８号利用権設定計画

（案）を記載しています。２ページをご覧ください。こちらに内訳を記載し

ています。 

 

         武雄町（なし） 

      

         橘町。  田。新規、  １件、 １３筆、  ６,６９９㎡。 

                再設定（なし） 
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         橘町。  畑（なし） 

 

         朝日町。 田。新規、  １件、  ２筆、  ３,９９７㎡。 

                再設定、 ３件、  ３筆、  ６,０００㎡。 

         朝日町。 畑（なし） 

 

         若木町（なし） 

 

         武内町（なし） 

 

         東川登町。田。新規（なし） 

                再設定、 ７件、 １７筆、 ２４,６５５㎡。 

         東川登町。畑（なし） 

 

         西川登町（なし） 

 

         山内町。 田。新規、  ２件、 １１筆、  ８,２６４㎡。 

                再設定、 ２件、  ２筆、  １,４４６㎡。 

         山内町。 畑。新規、  １件、  １筆、   ,１２５㎡。 

                再設定（なし） 

 

         北方町。 田。新規（なし） 

                再設定、 ２件、  ６筆、 １１,４１２㎡。 

         北方町。 畑（なし） 

 

      となっています。３ページ以降に各町の詳細を記載しています。また、利用

権の解除については１３ページ以降に記載をしておりますのでご確認下さい。 

  以上、農業経営基盤強化促進法第１８条３項の要件を満たしていると考え

ます。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

会 長    はい、事務局の説明が終わりましたので、議案第４号につきまして、質疑

を開始します。何かございませんか。 

 

      （質疑なし） 

 

会 長    よろしいですか。意見もないようですので、議案第４号の質疑をとどめま

す。議案第４号 武雄市農用地利用集積事業計画書（案）につきまして、原

案どおり承認することに異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声多数あり） 
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会 長    異議なしと認めます。 

       よって、議案第４号 平成３０年度武雄市農用地利用集積事業計画書につ

きましては、原案どおり承認することに決しました。 

 

――――――――《議案第５号 農業振興地域内 農用地からの除外》――――――― 

 

会 長    次に議案第５号を議題といたします。「農業振興地域の内、農用地からの除

外に対する意見について」、農林課の説明をお願いします。 

 

農林課    農林課の高木と申します。議案第５号の説明をいたします。農業振興地域

内、農用地からの除外について、農業振興地域の整備に関する法律施行規則

第２条の２第２項の規定により、農業委員会からのご意見を伺いたいと考え

ております。 

       今回は、農用地からの除外が１５件ございますので、概要をご説明申しあ

げます。 

 

       １番。太陽光発電施設。除外場所は〇〇町大字〇〇の３筆。除外面積が畑

４,２０４㎡。除外を必要とする理由は「太陽光発電施設に必要なまとまった

面積であり、日照条件、周辺住民や農地への影響を考慮し、代替地なし。」と

なっております。 

 

       ２番。太陽光発電施設。１番に隣接した場所の〇〇町大字〇〇の畑、１,０

８９㎡。申請理由については、１番と同じです。 

 

       ３番。植林。〇〇町大字〇〇の田６１㎡、畑１,８１５㎡。「高齢により営

農継続が困難なため、スギを植林する。」となっております。 

 

       ４番。携帯電話無線基地局。〇〇町大字〇〇の田の一部９㎡。「付近の電波

状況改善のため。」となっております。 

 

       ５番。携帯電話無線基地局。〇〇町大字〇〇の畑の一部４㎡。「付近の電波

状況改善のため。」となっております。 

 

       ６番。集合住宅３棟。除外場所は７番と同じ農地になります、〇〇町大字

〇〇の田の一部１,８６６㎡。「両親の高齢化や近隣農地の市街地化に伴う営

農規模縮小と集合住宅経営を検討し、代替地なし。」との事です。 

 

       ７番。会社事務所および倉庫。除外場所は先ほどの６番と同じ農地で、〇

〇町大字〇〇の田の一部１,２６８㎡。「ビル総合管理業を経営しているが、

交通の利便性が高く商業施設へのアクセスが容易な場所を検討し、代替地な

し。」との事です。 



 15 

 

       ８番。駐車場及び大工作業場。〇〇町大字〇〇の畑、２７４㎡。「作業場が

ある借地を返却する必要が生じたため、自宅から近く国道沿いの利便性が高

い場所を検討し、代替地なし。」との事です。 

 

       ９番。事業用駐車場。〇〇町大字〇〇の田、７７０㎡。「事業で使用する積

載車やレンタカーに使用する駐車場を返却する必要が生じたため、緊急対応

や防犯を考慮し自宅近くを検討、代替地なし。」との事です。 

 

       １０番。太陽光発電施設。〇〇町大字〇〇の田９４８㎡、畑９０㎡。「太陽

光発電施設に必要なまとまった面積であり、日照条件、周辺住民や農地への

影響を考慮し、代替地なし。」との事です。 

 

       １１番。残土処分場・植林。〇〇町大字〇〇の田２,３２５㎡。「残土処分

場用地として１０年ほど前から転用済みのため、始末書を付して申請され、

代替地なし。なお、満杯後には植林を行う。」との事です。 

 

       １２番。店舗用地。〇〇町大字〇〇の田１５１㎡。「除外場所横にエステと

雑貨屋の複合店舗建設を計画、除外場所に付属施設（オープンテラス）設置

を行う目的であり、代替地なし」との事です。既に転用済みの農地の隣の農

地を拡大したいがそこが農振地だったため、今回申請されています。 

 

       １３番。一般住宅。〇〇町大字〇〇の畑８１０㎡。「現在居住している賃貸

住宅が子の成長に伴い手狭になったため、同地区内に住宅建築を検討、代替

地なし。」との事です。 

 

       １４番。一般住宅。〇〇町大字〇〇の田４１３㎡。「現在居住の住宅老朽化

に伴う現地建て替えを検討したが、周囲が山林のため日照不足による多湿の

ため断念。近隣の引っ越しを検討し、代替地なし。」との事です。 

 

       １５番。大型自動車及び建機の整備棟。〇〇町大字〇〇の田４,７５２㎡。

「現在使用している整備場では手狭のため、増設を計画。現在の隣接地への

建設を検討。代替地なし。」との事です。 

 

       以上、１５件について説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

 

会 長    はい、議案の説明が終わりましたので、質疑を開始します。 

 

〇〇番委員  １５番の件です。導水管が入っていると思いますが、許可は取っています

か。 
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農林課    申請者が白石町土地改良区に対して「埋設水路の上に構造物は設置しない」。

また、「付近に構造物を設置する場合にも、事前に連絡をする」という内容の

誓約書を出しておられ、その写しを申請書に付けておられます。 

 

〇〇番委員  ４番、５番の携帯無線基地局は、農振除外の許可があった後に、農地法第

４条や第５条の転用申請があるのでしょうか。 

 

事務局    許可不要届を出していただいています。 

       

〇〇番委員  では除外をすればすぐ工事にとりかかっていいということですね。分かり

ました。 

       もう一点ですが、多面的機能支払や中山間地域等直接支払いに該当「有」

の場合、除外になった後で、地域の代表者に対し農林課から連絡があるので

しょうか。 

 

農林課    多面的にしろ中山間地にしろ、申請地が受益地になっていれば、除外申請

書の中に「返還が生じた場合には変換します」ということで、誓約書を書い

ていただたものを、添付書類として求めております。多面にしろ中山間地に

しろ農振地というのが条件になっておりますので、除外をして農振地から外

れることによりその要件を失います。 

 

会 長    既に農林課から今年度の金額は通知が来ております。その後に変更があっ

た場合には調整をしますと通知があります。 

 

〇〇番委員  自分も過去に中山間地の代表者になったことがありましたが、その時には

そういうことがなかったので質問しました。了解しました。 

 

会 長    農振除外のスケジュールはどうなっていますか。 

 

農林課    通常の流れとしては申請が出された場合、農業委員会、ＪＡ、場所によっ

ては土地改良区という３者に意見を聞いて、支障がないという意見をいただ

ければ、今度は事前協議ということで県に提出をします。県で審査をして、

県から「進めて下さい」という通知がくれば、公告・縦覧の手続をとります。

３０日の公告期間と１５日の異議申立期間を設けます。 

       異議がなければ県に本申請をします。県で本申請を審査をして「いいです

よ」と通知がくれば、公告をしたうえで決定ということになります。 

       今まででしたら農業委員会に意見を求めて、「いいですよ」ということにな

れば、だいたい４か月ぐらい見込んでおけば、最後の除外手続きまで行って

おりました。 

       今年の現状を申しあげますと、今年の６月に受付をして農業委員会に意見

照会をしたものが、まだ完了しておりません。６月分が終わらなければ、９



 17 

月分の事前申請が出せないようになっておりますので、今回の分について何

月頃という事は詳細には申せません。 

 

〇〇番委員  １０番の太陽光の件ですが、申請が提出されたのはいつでしょうか。私は

知らなかったもので。 

 

農林課    今回の分は９月１０日に締め切っております。 

 

〇〇番委員  この時点では、農業委員の承諾印は要らないわけですね。 

 

会 長    農振除外の時点では要りません。何か月後に除外がされた場合には、総会

のときに「除外がなされた」というお知らせを事務局から委員にしますので、

それ以降に、４条とか５条の農地転用の申請のために農業委員さんのところ

に確認印を取りに来られるという流れになります。 

    ほかにございませんか。（なし）。ほかに無いようですので質疑をとどめま

す。議案第５号「農業振興地域の内、農用地からの除外に対する意見」につ

いては、「農業振興施策の推進に著しい支障を及ぼすことがないと認められ

る。」と回答することに異議ございませんか。 

 

      （「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。よって、議案第５号については「農業振興施策の推

進に著しい支障を及ぼすことがないと認められる。」と回答することに決しま

した。 

 

―――――――――――――《議案第６号 非農地証明》――――――――――――― 

 

会 長    次に議案第６号を議題といたします。武雄市非農地証明について、３件の

証明願いが提出されていますので、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局    申請番号１番。〇〇町の畑１筆、２４９㎡。「平成６年に農業用倉庫を建設

し、敷地内はコンクリート舗装がなされている。」ということです。 

非農地処理事務処理要領の該当事項は第５号「人為的に無断転用された農

地であって、かつその転用行為が２０年以上経過し、農業委員会が特に法励

行上証明書の交付を行うことも止むを得ないと認めた場合。」に該当すると判

断しております。 

 

       申請番号２番。〇〇町の畑１筆、８４４㎡。「１５年ぐらい前までは近隣の

方に管理してもらっていたが、高齢のためできなくなり荒廃していった。」と

いうことです。 

非農地証明事務処理要領の該当事項は、第４号「自然的荒廃土地であって、
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かつ耕作できなくなってから１０年以上が経過し、容易に農地への復元も困

難であり、農地として利用される可能性のない土地」に該当すると判断して

おります。 

 

       申請番号３番、〇〇町の畑３筆、計２２９㎡。「昭和５９年１０月より自宅

への進入路の拡幅用地や保安林への通路として利用していた。また、平成３

年に復旧治山事業が行われ、擁壁となった部分もある。」というものです。 

非農地処理事務処理要領の該当事項は第５号「人為的に無断転用された農

地であって、かつその転用行為が２０年以上経過し、農業委員会が特に法励

行上証明書の交付を行うことも止むを得ないと認めた場合。」に該当すると判

断しております。 

       以上です。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

会 長    はい、事務局の説明が終わりました。議案第６号について地元委員さんの

補足説明があれば、それを受けてから質疑に入りたいと思いますが、地元委

員さん、何かございませんか。 

 

      （補足説明なし） 

 

会 長    無いようですので、質疑を開始します。何かございませんか。 

 

      （質疑なし） 

 

会 長    私からです。１番の案件は２０年以上前からコンクリート舗装がされてい

たとの事ですが、固定資産税の現況はどうなっていますか。 

 

事務局    固定資産の課税地目は農地以外になっています。 

 

会 場    非農地証明の議案に現況地目の記載がありませんので、他の議案と同様に

記載を検討して下さい。 

       ほかにございませんか。（なし）。意見も無いようですので、質疑をとどめ

ます。 

議案第６号、３件の武雄市非農地証明願いにつきまして、原案どおり証明

することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声多数あり） 

 

会 長    異議なしと認めます。 

よって、議案第６号の武雄市非農地証明につきましては原案どおり証明する

ことに決しました。 
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――――――――――《報告第１号 農地等形状変更届出について》――――――――― 

 

会 長    以上で審議事項は終わり、報告事項に移ります。 

報告第１号「農地等形状変更届出について」２件の報告が提出されていま

す。この２件について、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局    届出番号１番。土地は〇〇町の田１筆、８４９㎡です。変更内容は「大雨

等の際に山から水が流れてきて、耕作ができないため、かさ上げをして花木

を植えたい。」ということで、田をかさ上げして畑へ転換する届出です。変更

時期は平成３０年１１月１０日から平成３１年３月３１日までです。かさ上

げの高さは２ｍ、土量は１６００㎥。施工業者は〇〇建設です。 

 

       届出番号２番。〇〇町の田 1筆、２１１㎡。「水はけが悪く、耕作しにくい」

ため、田をかさ上げして畑に転換する届出です。変更時期は平成３０年９月

１７日から平成３０年１２月２５日までです。こちら、既に工事に入られて

おり、農地パトロールの際に指導いただき、その結果届出があっているとい

う事です。かさ上げの高さは０．3ｍ、土量６０㎡。施工業者は〇〇建設です。

変更後は野菜を作られるということで報告があっております； 

以上報告いたします。 

 

会 長    はい、この件につきまして、地元委員さんから補足説明があれば、お願い

します。 

 

〇〇番委員   ２番の件です。説明があったとおり、水はけが悪いので、変更されます。 

 

会 長    地元委員の説明が終わりましたので、報告第１号「農地等形状変更届出に

ついて」、質疑があれば出していただきたいと思います。何かございませんで

しょうか。 

 

〇〇番委員  １番の件です。「花」だったら畑になるのでしょうか。「木」だったら山林

になるのでしょうか。 

 

事務局    農地として認められるのが、肥培管理といいますか、「花」や「木」きちっ

と管理をして育てるのが農地の定義になっております。放置されている木で

あれば雑木となります。栗の木やカキの木を畑に植えられて、きちっと管理

をしていれば畑と考えることができます。 

 

会 長    桃、栗、柿、梅など収穫をするものは農地と考えてよいと思います。判断

に迷う場合は事務局に尋ねて下さい。 

    これは報告事項ですので、このあたりで質疑をとどめます。 
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――――――――――――――――――《閉会》―――――――――――――――――― 

 


