平成２４年度稲敷市農業委員会第５回総会
〔５月２５日〕
───────────────────────────────
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１４番
篠 崎 文 夫 君
２４番
飯 田
稔
２５番
濱 田 昭 一 君
───────────────────────────────
出 席 説 明 員
農業委員会事務局長
森 川
春 樹
農業委員会事務局長補佐
飯 島
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農業委員会事務局係長
井戸賀
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───────────────────────────────
○会長（加納 昭君）
諸般の報告
５月 ３日（木）
第１０回あずまミルキークイーン田植祭
於 稲敷市生涯学習センター
出席者 加納 昭会長，秋本精一職務代理
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５月 ９日（水）

農業委員会県南連絡協議会総会
於 つくば市 ホテルグランド東雲
出席者 加納昭会長，森川事務局長

５月１６日（水）

農業委員会会長・事務局長会議
於 大洗町 大洗シーサイドホテル
出席者 加納 昭会長，森川事務局長

５月２２日（火）

農業委員会稲敷郡協議会通常総会

５月２４日（木）

於 龍ヶ崎市役所
出席者 加納 昭会長，森川事務局長
稲敷市国民健康保険運営協議会
於 稲敷市役所桜川庁舎
出席者 加納 昭会長

───────────────────────────────
午後３時１２分開会
○農業委員会事務局長（森川春樹君）

それでは，ただいまから平成２４年５月の

稲敷市農業委員会総会を開会させていただきます。
これからの議事進行につきましては，稲敷市農業委員会会議規則第３条の規定に
より，会長が議長となり議事進行いたしますので，よろしくお願いいたします。
○議長（加納 昭君） それでは，議長を務めさせていただきます。ご協力のほど
よろしくお願いいたします。
本日の出席委員は２９名です。欠席委員は１４番篠崎文夫委員，２４番飯田稔委
員，２５番濱田昭一委員の３名です。よって，農業委員会等に関する法律第２１条
第３項の規定により定足数に達しておりますので，本会議は成立をいたします。
本日の議事日程は，お手元に配付のとおりでございます。
───────────────────────────────
日程１ 会議録署名委員の指名について
○議長（加納 昭君） 最初に，会議録署名人の指名を行います。お諮りいたしま
す。
署名人の指名については，議長一任で異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（加納 昭君） 異議なしということでございますので，本日の会議録署名
人は７番吉岡一仁委員，８番川島 昇委員，両名を指名いたします。
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───────────────────────────────
日程 ２ 報告第１号 農地法第３条の第１項第１３号の規定による農地等の権利
移動届出について
○議長（加納 昭君） それでは審議に入ります。報告第１号，農地法第３条の第
１項第１３号の規定による農地等の権利移動届出についてを議題といたします。事
務局より報告願います。
森川事務局長。
○農業委員会事務局長（森川春樹君） それでは 1 ページをお開き願います。
報告第１号 ，農地法第３条の第１項１３項の規定による農地等の権利移動届出につ
いてでございます。
受理番号 1 番，伊佐部字伊佐部，田６筆，４，４９８平方メートルでございます
が，農林振興公社の行う保有合理化事業により所有権を行うものでございます。よ
ろしくご承認をお願いします。
○議長（加納 昭君） これまた報告事項でございますので，ご承認のほどよろし
くお願いいたします。
───────────────────────────────
日程 ３ 報告第２号 農地法第３条の３項第１項の規定による農地等の権利移動
届出について
○議長（加納 昭君） それでは審議に入ります。報告第２号，農地法第３条の３
項第１項の規定による農地等の権利移動届出についてを議題といたします。事務局
より報告願います。
森川事務局長。
○農業委員会事務局長（森川春樹君） それでは２ページをお開き願います。
報告第２号 ，農地法第３条の３項第１項の規定による農地等の権利移動届出につい
てでございます。
受理番号１番，上之島字上ノ島ほか４地区，田１３筆，畑３筆，計１５筆，２８，
２０１.０７平方メートルでございますが平成２３年１２月２日，被相続人の死亡に
より取得したものでございます。権利の取得者は自作地として耕作しており農業委
員会によるあっせん等の希望はないものであります。
受理番号２番，伊佐津字下の原ほか３地区，田１筆，畑３筆，計４筆，２，７９
３平方メートルでございますが，平成１８年７月２９日，被相続人の死亡により取
得したものでございます。利の取得者は自作地として耕作しており農業委員会によ
るあっせん等の希望はないものであります。
受理番号３番，須賀津字関谷ほか１地区，田１２筆，９，９９１平方メートルで
ございますが，平成２４年２月２６日，被相続人の死亡により取得したものでござ
います。権利の取得者は自作地として耕作しており農業委員会によるあっせん等の
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希望はないものであります。
受理番号４番，浮島字岡ノ内ほか６地区，田１１筆，畑４筆，計１５筆，２２，
４０２平方メートルでございますが，平成２４年２月２６日，被相続人の死亡によ
り取得したものでございます。権利の取得者は自作地として耕作しており農業委員
会によるあっせん等の希望はないものであります。
４ページをお開き願います。
受理番号５番，時崎字荒追ほか１０地区，田５筆，畑１４筆，計１９筆，２４，
６５４平方メートルでございますが，平成２４年１月４日，被相続人の死亡により
取得したものでございます。権利の取得者は自作地として耕作しており農業委員会
によるあっせん等の希望はないものであります。
よろしくご承認をお願いします。
○議長（加納 昭君） これまた報告事項でございますので，ご承認のほどよろし
くお願いいたします。
───────────────────────────────
日程 ４ 報告第３号 農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借権の合意解
約通知について
○議長（加納 昭君） 続きまして，報告第３号，農地法第１８条第６項の規定に
よる農地の貸借権の合意解約通知についてを議題といたします。事務局より報告願
います。
森川事務局長。
○農業委員会事務局長（森川春樹君） それでは５ページをお開き願います。
報告第３号，農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借権の合意解約通知につ
いてでございます。
受理番号１番，四箇字酒井ほか２地区，田１筆，畑４筆，計５筆，４，９７９平
方メートルでございますが，耕作者の要望により合意解約するものでございます。
受理番号２番，犬塚字荒野ほか２地区，田５筆，８，７５６平方メートルでござ
いますが，所有者の要望による合意解約するものでございます。
よろしくご承認をお願いします。
○議長（加納 昭君） これまた報告事項でございますので，ご承認のほどよろし
くお願いいたします。
───────────────────────────────
日程 ５ 報告第４号 制限除外の農地の移動届出について
○議長（加納 昭君） 続きまして，報告第４号，制限除外の農地の移動届出につ
いてを議題といたします。事務局より報告願います。
森川事務局長。
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○農業委員会事務局長（森川春樹君） ６ページをお開き願います。
報告第４号，制限除外の農地の移動届出についてでございます。
受理番号１番から３番でございますが，同じ案件でございますので一括して報告
いたします。
受理番号１番，東大沼字椎木平，畑１筆，１０．２４平方メートル，受理番号２
番，東大沼字谷畑，畑１筆，９平方メートル，受理番号３番，下太田字下宿，田１
筆，１４．４４平方メートルでございますが，いずれも株式会社エヌ・ティ・ティ
ドコモ茨城支店が移動通信用基地局の設備設置のため賃貸権の設定を行うもので農
地法施行規則第５３条第１４号に基づくものでございます。なお，添付すべき必要
書類等は，事務局で確認した結果，問題はないものであります。
すいません，さきに言うのを忘れましたが，農地法の条文が違っておりまして旧
法令で載っておりまして今申し上げました農地法施行規則第５３条第１４号が正し
いもので，ご訂正をよろしくお願いします。以上であります。
よろしくご承認をお願いします。
○議長（加納 昭君） これもまた報告事項でございますので，ご承認のほどよろ
しくお願いいたします。
───────────────────────────────
日程 ６ 議案第１号 農地法第３条の規定による権利の設定，移動の許可につい
て
○議長（加納 昭君） 続きまして，議案第１号，農地法第３条の規定による権の
設定，移転の許可についてを議題といたします。
事務局の説明をお願いいたします。
井戸賀係長。
○農業委員会事務局係長（井戸賀輝行君）
７ページをお開き願います。
議案第１号，農地法第３条の規定による権利の設定，移転の許可についてでござ
います。売買による所有権移転３件，贈与による所有権移転１件，使用貸借権設定
１件の計５件でございます。
受理番号１番，犬塚字荒野２地区，田５筆，８，７５６平方メートルについてで
ございますが渡し人は一般生活資金として金が必要なため農地を譲渡するものであ
ります。調査の結果は報告書のとおりで農地法第３条第２項の各号に該当しないも
であり，受け人となる許可要件を満たしているものと考えられます。なお添付すべ
き必要書類も合わせて確認しました。
受理番号２番，蒲ケ山字土戸平，畑１筆，７７８平方メートルについてでござい
ますが渡し人は耕作不便なため農地を譲渡するものであります。調査の結果は報告
書のとおりで農地法第３条第２項の各号に該当しないもであり，受け人となる許可
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要件を満たしているものと考えられます。なお添付すべき必要書類も合わせて確認
しました。
受理番号３番 境島字川脇ほか１地区，田９筆，畑２筆，計１１筆，１２，４９
１平方メートルについてでございますが，渡し人は同一世帯内の経営を主宰する者
に生前贈与するのであります。調査の結果は報告書のとおりで農地法第３条第２項
の各号に該当しないもであり，受け人となる許可要件を満たしているものと考えら
れます。なお添付すべき必要書類も合わせて確認しました。
８ページをお開き願います。
受理番号４番，結佐字逆川ほか２地区，田１０筆，８，７３９平方メートルにい
てでございますが，渡し人は高齢化に伴う離農のため譲渡するものであります。調
査の結果は報告書のとおりで農地法第３条第２項の各号に該当しないもであり，受
け人となる許可要件を満たしているものと考えられます。なお添付すべき必要書類
も合わせて確認しました。
受理番号５番，石納字東通ほか１地区，田１筆，畑２筆，計３筆，計２７８平方
メートルについてでございますが，渡し人は経営移譲年金再設定のため使用貸借権
の設定をするものであります。調査の結果は報告書のとおりで農地法第３条第２項
の各号に該当しないもであり，受け人となる許可要件を満たしているものと考えら
れます。なお添付すべき必要書類も合わせて確認しました。
以上で議案第１号，受理番号１番から５番までの説明を終わります。よろしくご審
議をお願いいたします。
○議長（加納 昭君）ただいま事務局の説明でございましたが，調査報告をお願い
いたします。まず，受理番号１番を山下委員より報告願いします。
○３１番（山下恭一君）こんにちは３１番山下です。
受理番号１番について報告いたします。５月２１日に事務局が，受け人宅にて調
査をし，申請内容に間違いがないことを確認いたしました。受け人は主に水稲，麦，
ジャガイモ，大根，梅を栽培している農業者であります。全部効率利用要件につい
ては，所有の農地については，休耕地もなく，違反転用地もありません。農機具の
所有状況でありますが，トラクター１台，田植機１台，コンバイン１台，乾燥機３
台を所有しております。常時従事要件については，農作業従事日数２００日であり
ます。農業経営面積要件については，経営面積３２６アールであります。地域調和
要件については，周辺の農地等の農業上の効率的かつ総合的利用に支障を生じるお
それがあると認められません。以上，調査の結果，買受人となる４つの要件を全て
満たしており，報告書のとおりで間違いはなく，許可相当と考えられます。
よろしくご審議お願いします。以上です。
○議長（加納 昭君）次に受理番号２番を村山委員より報告願います。
○４番（村山文夫君）４番村山です。
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受理番号２番について調査報告します。
さる，５月１９日私と山崎委員で現地及び本人に会いまして，申請内容に間違いな
いことを確認しました。受け人は主に水稲を栽培している農業者であります。全部
効率利用要件ですが所有農地につても休耕地もなく違反転用地もありません。農機
具の所有状況でありますが，トラクター１台，コンバインは委託で，田植え機は借
入，乾燥機は委託です。常時従事要件については，農作業従事日数１５０日であり
ます。農業経営面積要件については，経営面積６７アールであります。地域調和要
件については，周辺の農地等の農業上の効率的かつ総合的利用に支障を生じるおそ
れはありません。以上調査の結果，買受人となる４つの許可要件を全部満たしてお
り報告書のとおりで間違いはなく，許可相当と考えられます。みなさまの慎重審議
をお願いいたし以上報告を終わります。
○議長（加納 昭君） では，次に受理番号３番について関口委員より報告願います。
○２番（関口邦子君）２番関口です。
受理番号３番について報告いたします。５月２３日に受け人及び渡し人の調査を
し，申請内容に間違いないこと確認いたしました。受け人は主に水稲を栽培してい
る農業者であります。全部効率利用要件については所有の農地に休耕地はなく違反
転用地もありませんでした。農機具の所有状況でありますがトラクター１台，田植
え機１台，乾燥機１台を所有しております。常時従事要件については農作業従事日
数１５０日であります。農業経営面積要件については，経営面積３０８アールであ
ります。地域調和要件については，周辺の農地等の農業上の効率的かつ総合的利用
に支障を生じるおそれはありません。以上調査の結果，買受人となる４つの許可要
件を全て満たしており報告書のとおりで間違いはなく，許可相当と考えられます。
よろしくご審議お願いします。
○議長（加納 昭君）次に受理番号４番から５番について，私２２番加納より報告
いたします。
受理番号４番について報告いたします。
５月２３日に受け人及び渡し人の関する調査をし，申請内容に間違いがないことを
確認いたしました。受け人は主に水稲を栽培している農業者であります。全部効率
利用要件については，所有の農地については休耕地もなく，違反転用地もありませ
ん。農機具の所有状況でありますが，トラクター１台，田植機１台，コンバイン１
台，乾燥機２台，耕運機１台を所有しております。作業の常時従事要件については，
農作業従事日数２００日であります。農業経営面積要件については，経営面積６３
１アールであります。地域調和要件については，周辺の農業上の効率的かつ総合的
利用に支障を生じるおそれはありません。以上調査の結果，買受人となる４つの許
可要件を全て満たしており，報告書のとおりで間違いはなく，許可相当として考え
られます。
よろしくご審議お願いします。
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受理番号５番について報告いたします。
５月２３日に事務局が受け人宅で調査をし，申請内容に間違いがないことを確認い
たしました。受け人は農業生産法人の役員で農業の常時従事者であります。全部効
率利用要件については，所有の農地については休耕地もなく，違反転用地もありま
せん。農機具の所有状況でありますが，トラクター２台，田植機１台，コンバイン
２台，乾燥機４台を農業生産法人と共有しております。常時従事要件については，
農業生産法人の農作業従事日数と合わせて３００日で農作業に常時あります。農業
経営面積要件については，香取市での耕作面積を含めて３７５アールであります。
地域調和要件については，周辺の農地上の農業上の効率的かつ総合的利用に支障を
生じるおそれがあると認められません。以上調査の結果，買受人となる４つの許可
要件を全て満たしており，報告書のとおりで間違いはなく，許可相当として考えら
れます。
よろしくご審議のほどお願いします。
これで，調査報告を終了いたします。
これより質疑を認めます。質疑ありませんか
○９番（小貫和子委員）９番小貫です。受理番号３番なのですけど，経営面積が調
査報告書の方が抜けているのですけど，経営面積はいくらでしょうか
○議長（加納 昭君）関口委員もう一度お願いします。
○２番（関口邦子君）２番関口です。経営面積は３０８アールです。
○議長（加納 昭君）よろしいでしょうか
それでは，事務局より説明いたします。
○農業委員会事係長（井戸賀輝行君）
受理番号３番について，面積なのですが農業委員会の方で把握している経営面積
は，３２１アールで，本人申請の方で３０８アールになっているのですが，そちら
は畦畔とか除いた実質面積であろうかと思いますので，本人聞き取りの結果３０８
アールと数字が出てきたとのか思います。ですから農地基本台帳の面積で３２１ア
ールというのが，今回の議案書にのっている面積ですので，そちらの方が登記上の
面積でいいかと思います。
○議長（加納 昭君）よろしいですか では，そのほかなにか質疑ありますか
〔「なし」との声あり〕
○議長（加納 昭君）それでは質疑を終了いたします。
これより，議案第１号，農地法第３条の規定による権利の設定，移転の許可につい
てを採決いたします。
本案は申請のとおり許可決定することに賛成の委員の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長（加納 昭君） 賛成多数と認めます。
よって，申請のとおり許可することに決定いたしました。
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───────────────────────────────
日程 ７ 議案第２号 農地法第３条に係る買受適格証明願に対する証明書の交付
について
○議長（加納 昭君） 続きまして議案第２号 農地法第３条に係る買受適格証明
願に対する証明書の交付についてを議題といたします。なお，議事参与制限に該当
する案件がございますので，事務局は受理番号４番を除いて説明をお願いします。
事務局の説明をお願いします。
○農業委員会事務局係長（井戸賀輝行君）９ページをお開き願います。
議案第２号，農地法第３条に係る買受適格証明願に対する証明書の交付についてで
ございます。関東信越国税局が行う公売物件に対する買受適格証明書の交付につい
て３件でございます。受理番号１番公売物件，上根本字朝日向下，田１筆，５９６
平方メートルにつてでございますが，申請人は耕作している用地が公売物件となり
今後も申請地での耕作を目的とし買受を希望しました。調査の結果は調査書のとお
り添付すべき必要書類もあわせて確認しました。受理番号２番については申請人の
都合により取り下げになりました。
１０ページをお開き願います。
受理番号３番，公売物件，駒塚字東原ほか３地区，畑１２筆，雑種地１筆，計１
３筆，計５，０１９平方メートルについてでございますが，申請人は農地の規模拡
大を目的とし買受を希望しました。調査の結果は調査書のとおり添付すべき必要書
類もあわせて確認しました。以上で議案第２号，受理番号１番から３番の説明を終
わります。よろしくご審議をお願いたします。
○議長（加納 昭君） ただいま事務局の説明でございましたが，調査員の調査報
告をお願いたします。まず受理番号１番について吉岡委員報告を願います。
○７番（吉岡一仁委員）７番吉岡です。受理番号１番について報告いたします。
５月１８日に調査をし，申請内容に間違いがないことを確認いたしました。受け人
は主に水稲を栽培している認定農業者であります。所有農地は休耕地もなく違反転
用地もありません。農機具の所有状況でありますがトラクター２台，田植機１台，
コンバイン１台，乾燥機２台を所有しております。農作業従事日数は２５０日であ
ります。農業経営面積については６４２アールであります。地域調和要件について
は，周辺の農地上の農業上の効率的かつ総合的利用に支障を生じるおそれはありま
せん。以上調査の結果，買受人となる４つの要件を全て満たしており，報告書のと
おりでございますので，許可相当と考えられます。よろしくご審議をお願いします。
○議長（加納 昭委員）次に受理番号３番について，坂本委員より報告願います。
○１５番（坂本一雄委員）１５番坂本です。受理番号３番ついて報告いたします。
５月１９日に受け人の調査をし，申請内容に間違いなないことを確認したしました。
受け人は主に水稲を栽培している農業者であります。所有農地については休耕地も
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なく違反転用地もありません。農機具の所有状況でありますがトラクター１台，田
植機１台，コンバイン１台，乾燥機１台を所有しております。作業の従事要件につ
いては，農作業従事日数は１５０日であります。農業経営面積要件については経営
面積６７３アールであります。地域調和要件については，周辺の農業上の効率的か
つ総合的利用に支障を生じるおそれはありません。以上調査の結果，買受人となる
４つの要件を全て満たしており，報告書のとおり間違いはなく許可相当と考えられ
ます。よろしくご審議お願いします。
○議長（加納 昭委員）これで調査員の調査報告を終了いたします。これより質疑
を認めます。
質疑ありませんか 質疑ありませんか
○９番（小貫和子委員）いいですか
○議長（加納 昭委員）はい，どうぞ
○９番（小貫和子委員）９番小貫です。また同じなのですけど，受理番号１番で経
営面積が議案の方は６４２，調査書は６９６ なんで違うのでしょうか
○議長（加納 昭委員）はい，どうぞ
○７番（吉岡一仁委員）経営の面積に対する要件は満たしておりますので，よろし
くお願いします。
○議長（加納 昭委員）はい，事務局
○農業委員会事係長（井戸賀輝行君）受理番号１番の面積の件なのですが，今回の
確認，調査票における確認した面積が６４２アールということなのですが，そちら
は，田んぼの面積ということで入っていたと思われますので，ご了承ください。畑
の面積１１アールが抜けていたと聞き取りの方ではと，思われます。
○議長（加納 昭委員）そのほか質疑ありませんか
〔「なし」との声あり〕
○議長（加納 昭委員）それでは質疑を終了いたします。
これより，議案第２号，農地法第３条に係る買受適格証明願いに対する証明書の交
付について受理番号１番及び３番の採決いたします。
本案は申請のとおり証明書を交付することに賛成の委員の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長（加納 昭君） 賛成多数と認めます。
よって，本案は申請のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
続きまして，議案第２号，受理番号４番ですが農業委員会等に関する法律第２４条
の議事参与の制限規定に川島 昇委員が該当しますので，８番川島 昇委員の退席
を求めます。
〔川島 昇委員退室〕
○議長（加納 昭君）はい，いま退席しました。事務局より説明をお願いします。
○農業委員会事係長（井戸賀輝行君）受理番号４番，公売物件，太田字舟戸前，田
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１筆，計９３３平方メートルについてでございますが，申請人は自宅周辺での農地
の規模拡大を目的とし，買受を希望しました。調査の結果は報告書のとおり添付す
べき必要書類もあわせて確認しました。以上で議案第２号の受理番号４番の説明を
終わります。よろしくご審議をお願いたします。
○議長（加納 昭君）はい，ただいま事務局の説明でしたが調査員の調査報告をお
願いいたします。受理番号４番を古澤委員より報告願いします。
○１６番（古澤真和委員）１６番古澤です。受理番号４番について報告いたします。
さる５月２２日に，受け人及び渡し人の調査をし，申請内容に間違いがないことを
確認しました。受け人は主に水稲を作付けしている認定農業者であります。全部効
率利用要件は，所有農地については，休耕地もなく違反転用地もありません。農機
具の所有状況でありますがトラクター２台，耕運機１台，コンバイン１台，乾燥機
３台，田植機１台を所有しております。作業の従事要件については，農作業従事日
数は２００日であります。農業経営面積要件については経営面積２，４４５アール
であります。地域調和要件については，周辺の農業上の効率的かつ総合的利用に支
障を生じるおそれはありません。以上調査の結果，買受人となる４つの要件を全て
満たしており，報告書のとおり間違いはなく許可相当と考えられます。よろしくご
審議お願いします。
○議長（加納 昭委員）これで調査員の調査報告を終了いたします。これより質疑
を認めます。質疑ありませんか
〔「なし」との声あり〕
○議長（加納 昭委員）それでは質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたしま
す。これより，議案第２号，農地法第３条に係る買受適格証明願いに対する証明書
の交付について受理番号４番を採決いたします。
本案は申請のとおり証明書を交付することに賛成の委員の挙手をお願います。
〔賛成者挙手〕
○議長（加納 昭君）賛成多数と認めます。
よって，本案は申請のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
審議が終了しましたので８番川島 昇委員の入室を許可いたします。
〔川島 昇委員入室〕
───────────────────────────────
日程 ８ 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請に対する進達意見決定
について
○議長（加納 昭君） 続きまして議案第３号，農地法第５条の規定による許可申
請に対する進達意見決定について，受理番号１番から８番までを議題といたします。
事務局より説明をお願いします。
井戸賀係長
○農業委員会事務局係長（井戸賀輝行君）１１ページをお開き願います。
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議案第３号，農地法第５条の規定による許可申請に対する進達意見決定
についてでございます。
受理番号１番，橋向字橋向，田１筆，２８３平方メートルについてでございます
が，申請人は運送業を営む法人で従業員の駐車場として利用するものであります。
現地はすでに工事が終了しており，今回は追認の申請であります。駐車場は採石敷
きで７台の駐車スペースを設けております。敷地内での上下水は未使用，雨水は土
地改良区の水路へ放流となっております。申請地は都市計画区域非線引き区域，農
振農用地区域内であり，土地改良区内外であります。農地区分は第１種農地，立地
基準は第１種農地の例外規定に該当，一般基準は満たされていると考えられます。
５月２１日に調査委員及び事務局は，申請内容の審査並びに現地調査を行いました。
調査の結果は報告書のとおりで，農地法第５条第２項の各号に該当しないものであ
り，農地転用許可基準を満たしているものと考えられます。なお，添付すべき必要
書類も併せて確認をいたしました。
受理番号２番，押砂字前通，田１筆，５３８平方メートルについてでございます
が，申請人は金属加工業を行う法人の役員で，会社の資材置場及び従業員駐車場と
して利用するものであります。申請地は採石敷きとし，駐車台数は７台，資材置場
にはパレット・材料・製品の仮置場として利用するものであります。敷地内での上
下水は未使用，雨水は土地改良区の水路へ放流となっております。申請地は，都市
計画区域非線引区域，農振農用地区域外であり，土地改良区域外であります。農地
区分は第２種農地，立地基準は第２種農地の例外規定に該当，一般基準は満たされ
ている，と考えられます。５月２１日に調査委員及び事務局は，申請内容の審査並
びに現地調査を行いました。調査の結果は報告書のとおりで，農地法第５条第２項
の各号に該当しないものであり，農地転用許可基準を満たしているものと考えられ
ます。なお，添付すべき必要書類も併せて確認をいたしました。
受理番号３番，東大沼字椎木平，畑１筆，６４．１１平方メートル，受理番号４
番，東大沼字椎木平，畑１筆，２３０．４９平方メートルの２件についてでござい
ますが，申請人は携帯電話基地局を建設する法人で，基地局工事に伴う工事用地と
して利用するため，一時転用するものであります。一時転用の期間は，許可日より
平成２４年１１月３０日まで，完了後は農地として利用するものであります。申請
地は一部鉄板敷きとし，仮設トイレを設置するものであります。申請地は，都市計
画区域非線引区域，農振農用地区域外であり，土地改良区域外であります。敷地内
の上下水は未使用，雨水は自然浸透となっております。農地区分は第１種農地，立
地基準は第１種農地の例外規定に該当，一般基準は満たされていると考えられます。
５月２１日に調査委員及び事務局は，申請内容の審査並びに現地調査を行いました。
調査の結果は報告書のとおりで，農地法第５条第２項の各号に該当しないものであ
り，農地転用許可基準を満たしているものと考えられます。なお，添付すべき必要
書類も併せて確認をいたしました。
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受理番号５番，東大沼字谷畑，畑１筆，９５平方メートル，受理番号６番，東大
沼字谷畑，畑１筆，１２７平方メートルの２件についてでございますが，申請人は
携帯電話基地局を建設する法人で，基地局工事に伴う工事用地として利用するため，
一時転用するものであります。一時転用の期間は，許可日より平成２４年１１月３
０日まで，完了後は農地として利用するものであります。申請地は一部鉄板敷きと
し，仮設トイレを設置するものであります。申請地は，都市計画区域非線引区域，
農振農用地区域外であり，土地改良区域外であります。敷地内の上下水は未使用，
雨水は自然浸透となっております。農地区分は第２種農地，立地基準は第２種農地
の例外規定に該当，一般基準は満たされていると考えられます。５月２１日に調査
委員及び事務局は，申請内容の審査並びに現地調査を行いました。調査の結果は報
告書のとおりで，農地法第５条第２項の各号に該当しないものであり，農地転用許
可基準を満たしているものと考えられます。なお，添付すべき必要書類も併せて確
認をいたしました。
受理番号７番，下太田字下宿，田１筆，１５５．７９平方メートル，受理番号８
番，下太田字下宿，田１筆，３２３．５７平方メートルの２件についてでございま
すが，申請人は携帯電話基地局を建設する法人で，基地局工事に伴う工事用地とし
て利用するため，一時転用するものであります。一時転用の期間は，許可日より平
成２４年１１月３０日まで，完了後は農地として利用するものであります。申請地
は一部鉄板敷きとし，仮設トイレを設置するものであります。申請地は，市街化調
整区域，農振農用地区域外であり，土地改良区域外であります。敷地内の上下水は
未使用，雨水は自然浸透となっております。農地区分は第１種農地，立地基準は第
１種農地の例外規定に該当，一般基準は満たされていると考えられます。５月２２
日に調査委員及び事務局は，申請内容の審査並びに現地調査を行いました。調査の
結果は報告書のとおりで，農地法第５条第２項の各号に該当しないものであり，農
地転用許可基準を満たしているものと考えられます。なお，添付すべき必要書類も
併せて確認をいたしました。以上で議案第３号，受理番号１番から８番の説明を終
わります。
よろしくご審議をお願いいたします。
○議長（加納 昭委員）ただいま事務局の説明でございましたが，調査委の調査報
告をお願いします。まず受理番号１番から２番について，坂本富男委員より報告願
います。
○１２番（坂本富男委員）１２番坂本です。よろしくお願いします。
受理番号１番について，さる５月２１日沖野谷委員と事務局で申請書類の審査並
びに現地調査を行いました。調査の結果，事務局の説明のとおりで間違いはなく運
送業の車両用駐車場と利用するもので，周辺農地に迷惑がかからないことから，問
題はないと思われます。また，添付書類等確認しましたが，問題ありませんでした。
よろしくご審議おねがい申し上げます。
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同じく受理番号２番について，さる５月２１日，沖野谷委員と事務局で申請書類
の審査並びに現地調査を行いました。調査の結果，事務局の説明どおりで間違いは
なく，経営する会社の駐車場及び資材置場として利用するもので，周辺農地に迷惑
がかからないことから，問題はないと思われます。また，添付書類等確認しました
が，問題ありませんでした。
よろしくご審議おねがい申し上げます
○議長（加納 昭委員）次に受理番号３番から６番について飯塚委員より報告をお
願いします。
○２３番（飯塚恒雄委員）２３番飯塚です。
受理番号３番から６番について報告いたします。去る２１日私と沖野谷委員と事
務局で申請書類の審査並びに現地調査を行いました。調査の結果，事務局の説明ど
おり間違いはなく，携帯電話基地局建設に伴う工事用地として一時転用するもので，
周辺農地に迷惑がかからないことから，問題はないと思われます。また，添付書類
等確認しましたが，問題ありませんでした。
よろしくご審議お願いします。
○議長（加納 昭委員）次に受理番号７番から８番について川島委員より報告を願
います。
○８番（川島 昇委員）８番川島です。
受理番号７番，８番について，さる２２日古澤委員と事務局で申請書類の審査並
びに現地調査を行いました。調査の結果，事務局の説明どおりで間違いはなく，携
帯電話基地局建設に伴う工事用地として一時転用するもので，周辺農地等に迷惑が
かからないことから，問題はないと思われます。また，添付書類等確認しましたが，
問題ありませんでした。
よろしくご審議ほどお願いいたします。
○議長（加納 昭委員）これで調査委員の調査報告を終了いたします。これより質
疑を認めます。質疑ありませんか 質疑ありませんか
〔「なし」との声あり〕
○議長（加納 昭委員）それでは質疑なしと認めます。質疑を終了いたします。
これより議案第３号，農地法第５条の規定による許可申請に対する進達意見決定に
ついて，受理番号１番から８番までを採決いたします。
本案は申請の通り許可相当として県へ進達することに賛成の委員の挙手をお願い
します。
〔賛成者挙手〕
○議長（加納 昭君）賛成多数と認めます。よって本案は申請の通り許可相当とし
て県へ進達することに決定いたしました。
○議長（加納 昭君）続きまして議案第３号，農地法第５条の規定による許可申請
に対する進達意見決定について，受理番号９番を議題といたします。事務局の説明
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を願います。
井戸賀係長
○農業委員会事務局係長（井戸賀輝行君）１２ページをお開き願います。
受理番号９番，寺内字高橋，畑２７筆，１９，８５６平方メートルについてでご
ざいますが，申請人は砂利採取跡地を畑として復元する為の一時転用でございます。
事業地は農地以外も含めて，総面積２８，８１６平方メートル，埋立て土量は３１
０，７４０立方メートル，作業時間は８時から１７時，使用機械はブルドーザー１
台・ユンボ１台です。農地への復元に関しましては，首都圏方面からの土砂で盛土
した後，表土を耕作に適した土で５０センチメートル覆土するものであります。申
請地は，市街化調整区域，農振農用地区域外であり，土地改良区域外であります。
農地区分は第２種農地，立地基準は第２種農地の例外規定に該当，一般基準は満た
されている，と考えられます。以上で議案第３号受理番号９番の説明を終わります。
よろしくご審議をお願いいたします。
○議長（加納 昭君）ただいま事務局の説明でございましたが，調査委員の調査報
告をお願いします。受理番号９番について８番川島委員より報告願います。
○８番（川島 昇委員）８番川島です。
受理番号９番について，さる２２日に新利根地区の農業委員と事務局で申請書類
の審査並びに現地調査を行いました。調査の結果は，事務局の説明どおりで間違い
はなく，申請書のとおり，地権者の要望により埋立てし耕作出来る農地に復元する
目的であります。調査の結果，報告書のとおり農地法第５条第２項の各号に該当し
ないものであり，農地転用許可基準をみたしていると考えられますが，この事業は，
面積や埋立土量も多い為，皆様のご意見をお聞かせ願えればと思います。
よろしくご審議のほどお願いします。
○議長（加納 昭君）これで調査委員の調査報告を終了いたします。これより質疑
を認めます。
○１０番（千勝 忠委員）１０番千勝です。建設残土で埋めるというのですが，あ
まりの量なので産業廃棄物など持ってこられたら後で困るので，よく注意してもら
いたいと進達意見を添えたらよいのかなと思います。
○議長（加納 昭君）その他に・・・
○１６番（古澤真和委員）１６番古澤です。申請地の近辺は水田があり埋め立て事
業地からの排水が水田等に流入するのではないかと思います。
○議長（加納 昭君）その他・・・
○２６番（遠藤一行委員）２６番遠藤です。周辺農地の耕作者，また地権者そして，
また，地元の関係者への説明会の開催が必要ではないかと思われます。
○議長（加納 昭君）はい
○４番（村山文夫委員）４番村山です。調査報告書には，添付書類に所有者の同意
とありますが，昨日何人かの所有者に聞いたところ，うちでは返事していないとそ
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ういう話があったのです。事務局への書類提出はもう尐し確認した方がいいのでは
ないでしょうか
○議長（加納 昭君）その他・・・
○７番（吉岡一仁委員）７番吉岡です。埋め立ての高さがあるため，法面の崩壊が
心配されるので，その点を注意していただきたい。
○議長（加納 昭君）その他まだありますか
○１８番（山口幸一委員）１８番山口です。進入路が住宅地に隣接していますので，
地区住民の同意は得られているのでしょか
○議長（加納 昭委員）ここで暫時休憩いたします。
〔暫時休憩〕
○議長（加納 昭委員）それでは再開いたします。
先ほどの質問につきまして，事務局ほうから何点か回答があります。
事務局，井戸賀係長
○農業委員会事務局係長（井戸賀輝行君）
それでは，まず進入路の付近の関係者の同意ということなのですが，進入路の申
請地にいちばん近い住宅については，今現在同意をもらいに歩いている最中だとい
うことです。それより先，県道までの間３００メートルから５００メートルの内に
住んでいる方につきましては，同意ではなく通知を送っているという話です。今の
同意の件については，農地法ではなく埋め立ての方で必要な件です。埋め立ての事
前協議の中で必要な件ですので，そちらで動いているという話です。あと，地権者
の同意ということですが，申請書の中では，委任状と同意書すべてついていますの
で，こちらを押した時点で我々は理解していると判断したのです。詳しく理解をし
ていない方が，もしおられるのであれば，事業を行うにあたって支障がでるかと思
いますので，代理人をとおして地権者の方に，詳細な事業内容について説明してお
くようにこちらから話しておきます。
○議長（加納 昭委員）その他，また，質疑等ありますか
○農業委員会事務局長（森川春樹君）
いま，かなりいろいろ意見が出ております。これから採決をするのですが，採決を
するときに，今意見が出た内容を集約しまして，意見を付けて許可相当で進達する
ことにご異議ございませんかという諮り方をしますので，まずひとつ目，茨城県土
砂等による土地の埋め立て工事を規制に関する条例，同規則を遵守すると供に，農
地への復元にあたっては耕作に適したもので，従前の削土と同等以上の土を用いる。
いろんな問題はあるのですけれど土の問題から埋め立て条例の中かなり対応をクリ
アできると思います。も一つは周辺住民および周辺農地の耕作者，所有者への理解
を得るため地元説明会を開催すること，大きく２点の条件を付して採決を諮りたい
のでよろしくお願いします。
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○２番（関口邦子委員）２番関口です。周辺農家とか周辺住民の許可が出なかった
場合いうとか，不満が出た場合はどのような対応をおとりになるのか，条件に合う
か，合わないとかいうけど，条件に満たされない条件になると思うのでそういった
場合の対処のしかたというか，そういうもの私たち農業委員が初めてですので，そ
れに対して事務局は今後どうしたら良いか，私たちに説明いただかないと，私も納
得できません。
○議長（加納 昭君）はい，事務局
○農業委員会事務局主査（高橋 渉君）
今回の件について，審議とは別の件で農地法と今回の埋め立てについて，説明さ
せていただきます。今回の農地埋め立てということについては，農地法の中で，農
地改良という田畑変換と同じ様な形で，農地を復元する事業で申請が上がってきて
います。最終的な目標が農地として利用することなので，農地法の転用許可という
ことで申請が上がっています。農地とか山林，宅地なども土を埋めることに対して
は，茨城県の土砂の条例がありまして５，０００平方メートル，超える場合は茨城
県の許可が必要になります。農地法と茨城県の土砂等による条例，両方が許可なる
見込みが出てはじめて許可になりますので，農地法だけ許可になるとか，土砂のほ
うが許可になるとかありません。今回その他に，先ほど意見がでました同意とか地
域住民説明会，農地法の方では申請者の方は間違いなく現状で困っている状況で，
それを農地に復元することで申請が上がっています。農地改良の一時転用というこ
とですので，みなさの意見を聞いて，いま審議をするところ，隣地とか周辺の同意
に関しては農地法ではありませんので，茨城県の埋め立ての方で申請地から３００
メートルの範囲で同意が必要なってきます。そのほか申請地までの進入路に関して
もきちんと説明するように，県の方の埋め立ての事前協議の中に入っております。
今回その隣地，申請地の近くにある水田，水路などの所有者の方にも説明してほし
いという意見が，先ほど上がりましたので，それに関しては進達する際に許可権者
が県になりますので，そういう方たちにもきちんと事業者に，説明するようにと意
見をつけてみてはということになっています。
○議長（加納 昭君）他に はい
○２０番（保科 進委員）２０番保科です。私の考えとしましては，これを一度許
すと，まだまだこういう状況がでてくるのかなと，建設残土なんか捨てるところは
ないのですから，それを農地の下へ潜らせるような方式は，これからどんどん出て
くると思いますよ，これは市の方と協議するとか，もう一度考え直すべきではない
かと思います。こういう抜け道がたくさん出てくると思いますよ，これ土壌改良に
なりませんよ，これは山砂を持ってくるならわかりますけど，東京から出た建設残
土を持ってきて埋める，また同じようなことがおきると思いますよ，捨て場にとっ
ては最高ですから，そこらを考えたらいいのかと
○議長（加納 昭君）はい，事務局
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○農業委員会事務局主査（高橋 渉君）建設残土ということで申請書の中なのです
けど，今回首都圏の工事で出てくる土で，こちらに持ってくる土の計画というのが，
残土条例という県のほうの条例にそってある土ということで，基本的には建設発生
土は現場で出た土で，埋戻しに使えるものをこちらに持ってくるということになっ
ています。農地法の埋め立ての通知の中に，建設発生土の種類があるのですが，あ
る程度の硬さを持った第３種発生土以上のものであれば，成分とか判断したうえ問
題なければ，もってこられるという内容になっています。今回申請の中には中間処
理した改良土とか，産業廃棄物処理法で定められた汚泥等は含まれない，持ち込ま
ない内容となっています。大きな捨て場に関係業者以外の業者が持ち込まないよう
監視員を常時配置する計画と申請書の内容を説明させていただきました。
○議長（加納 昭君）はい どうぞ
○１７番（井戸賀吉男委員）１７番井戸賀です。県の残土条例が，言われておりま
すが，たしかにですね，保科さんが言われたように裏が，裏がありますのでそれを
十分，立会人としては，どこでやるのですか，これを毎日，毎日チェックしていた
だかないと，農業委員会が許可したのだからということになってしまうと，とんで
もないことになりますので，十分そこは，注意に注意を払ってやっていただきたい
と思います。
○議長（加納 昭君）はい どうぞ
○６番（松本文雄委員）６番松本です。自分勝手なのですが，私のところでも宅地
に娘のために，こう申請したのです。農地を，高田土地改良区の中に申請してやっ
た場合に，どこの山から何立方メートル持ってきて，どこから何立方メートル持っ
てくる。全部それ提出され，だして許可をもらったのです。だから残土とか産業廃
棄物というのは埋められなかった。全部自分のところだから，また埋めようともし
なかったが，全部，ドコドコの山から何立方メートル，何立方メート出荷して，こ
っちの山から何立方メートル，それ全部計算して提出して許可もらって埋め立てし
たのです。この場合それが，全然ないでしょう，出先は・・
○議長（加納 昭君）事務局
○農業委員会事務局主査（高橋 渉君）いまですね，現在申請書の中では３００，
０００立方メートル分にはついてないのですが，３０，０００立方メートル分の工
事の名前と，どこの工事，発生場所，発生土という形で届出，申請の中にあります。
実際に大きな面積ですので，その都度工事名がわかったら，その都度，土と発生場
所等をときちんと申請するようにはなっています。
○議長（加納 昭君）事務局の方から細部について説明がありました。農業委員会
としましても案件を受付してから４０日という制限がありますので，採決していき
たいと思います。もちろんただいま局長が言いました条件ですか，意見等々を添え
て進達することになります。それで，その進達を見て県の方が許可するか，不許可
にするかは，県の方で判断するということになりますので，ここで採決はしたいと
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思います。いま局長が言いました意見を，この意見を添えて進達するという意見を，
もう一度私が言います。採決書の意見ということで，１番 茨城県土砂等による土地
の埋立て等の規制に関する条例及び同規則を順守するとともに，農地の復元にあた
っては耕作に適したもので従前の削土と同等以上の土を用いること，２番目につき
まして，周辺住民及び周辺農地の耕作者及び所有者等の理解を得るため地元関係者
に対する説明会を開催する。ということでこの意見を添えて，進達するとことでど
うでしょうか
はい
○５番（篠崎惣壽委員）５番篠崎です。実は，いま申請者はこの会社は，以前つぶ
れた会社なのです。もし，この会社が埋め始まってからつぶれたら，また，会社が
つぶれましたでは作業が全然進まないわけです。ということはやり投げでやってい
るという感じを受けるわけです。そうゆう中身で，簡単に推進していいものかどう
かそれは各委員の方で相談して・・会社は裏があるところですからそうゆうのを把
握しながら，そうゆう案件をですね・・・前にですね，私の方で許可出したやつを
撤回したことがありますから，よく審議してからよろしく
○議長（加納 昭委員）この議案第３号，受理番号９番，農地法第５条の規定によ
る許可申請に対する進達意見決定について，受理番号９番を採決いたします。
本案は，茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び同規則を順
守するとともに農地の復元にあたっては耕作に適したもので従前の削土と同等以上
の土を用いること，周辺住民及び周辺農地の耕作者及び所有者等の理解を得るため
地元関係者に対する説明会を開催するという意見を付して採決，許可相当として県
へ進達することに賛成の委員の挙手をお願いします。
〔賛成者挙手「なし」〕
○議長（加納 昭君）賛成者なしと認めます。
よって，本案は不許可相当で進達するということに決定いたします。
この件は，これで決定いたしました。
───────────────────────────────
日程 ７ 議案第４号 現況証明願に対する証明書の交付について
○議長（加納 昭君）続きまして議案第４号現況証明願い対する証明書の交付につ
いてを議題といたします。事務局の説明をお願いします。
高橋主査。
○農業委員会主査（高橋 渉君）１５ページをお開き願います。
議案第４号，現況証明願いに対する証明書の交付についてでございます。非農地
証明書の交付３件でございます。
受理番号１番，市崎字芝山，畑２筆，７１９平方メートルについての登記地目変
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更の為の非農地証明書の交付でございます。昭和５９年頃から宅地として利用され
ており，建築年，昭和５６年の木造２階建住宅２３６．７９平方メートル，１棟が
建築されております。撮影年月日，昭和５９年１２月２９日の国土地理院の空中写
真証明書の添付と始末書が提出されております。
受理番号２番，椎塚字大久保，畑１筆，３３平方メートルついて，相続した農地
の登記地目変更の為の非農地証明書の交付でございます。傾斜地だったことからス
ギが植林され，３０年以上経過しています。圏央道の道路用地で買収された農地の
残地の為尐ない面積です。隣地は山林と道路用地となっております。撮影年月日，
昭和５９年１１月２６日の国土地理院の空中写真証明書の添付と，始末書が提出さ
れています。
受理番号３番，境島字川脇，畑１筆，９８平方メートルついての登記地目変更の
為の非農地証明書の交付でございます。昭和３５年頃から宅地として利用されてお
り，建築年，昭和３５年の軽量鉄骨造の農業用倉庫３３．０５㎡が建築されており
ます。建築年の記された固定資産評価証明書，及び始末書が提出されています。
以上で議案第４号の説明を終わります。
よろしくご審議お願いいたします。
○議長（加納 昭君）ただいま事務局の説明でございましたが調査員の調査報告を
お願いいたします。まず受理番号１番について飯塚委員より報告願います。
○２３番（飯塚恒雄委員）２３番飯塚です。
受理番号１番について報告いたします。さる２１日私と沖野谷委員と坂本富男委
員とそれと事務局で，申請書類の審査並びに現地調査を行いました。調査の結果，
事務局の説明どおりで間違いはなく，２０年以上前から住宅の敷地として利用され
ており，昭和５９年１２月２９日撮影の国土地理院発行の航空写真と合わせて確認
をいたしました。申請地は，周辺農地に迷惑がかからないことから，問題はないと
思われます。また，添付書類を確認をいたしましたが問題ありませんでした。
よろしくご審議ほどお願いたします。
○議長（加納 昭君）次に受理番号２番ついて篠崎委員より報告願います。
○５番（篠崎惣壽委員）５番篠崎です。
受理番号２番，さる２２日宮本善助委員と松本委員とそれと事務局で，申請書類
の審査並びに現地調査を行いました。調査の結果，事務局の説明どおりでありまし
たけれども，つまり狭いところに建物というかそうゆう山林の木材，材木が植えら
れていました。しかし，圏央道により分断され，狭小な農地となった為，耕作には
不向きな状況です。昭和５９年１１月２６日撮影の国土地理院発行の航空写真と添
付書類と合わせて現地を確認しましたが申請地は，周辺農地に迷惑がかからないこ
とから，問題はないと思われます。
よろしくご審議お願いします。
○議長（加納 昭君）では受理番号３番ついて関口委員より報告願います。
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○２番（関口邦子委員）２番関口です。
受理番号３番について，さる５月２３日保科委員と加納委員，それと事務局で，
申請書類の審査並びに現地調査を行いました。調査の結果，事務局の説明どおりで
間違いはなく，２０年以上前から住宅敷地として利用されており，建築年，昭和３
５年と記載された固定資産証明書で確認をとりました。申請地は，周辺農地に迷惑
がかからないことから，問題はないと思われます。また，添付書類を確認しました
が，問題ありませんでした。
よろしくご審議お願いします。
○議長（加納 昭君）これで調査委員の調査報告を終了いたします。
これより質疑を認めます。質疑ありませんか はい
○１３番（秋本精一委員）１３番秋本です。受理番号２番に関係する質問ですが畑
から非農地証明願なのですが，いま畑作地帯では耕作放棄地が多くなって３０年，
４０年も耕作していない土地が多くあります。これからこういう機会が多くなると
思いますが，これに対してどのように対処したら，どのように対応がよいのか，お
願いします。
○議長（加納 昭君）事務局から説明してください。
○農業委員会事務局主査（高橋 渉主査）
耕作放棄地と非農地証明の関係なのですが，毎年農業委員が行っています一筆調
査と関連してくることになります。耕作放棄地状態の農地について，国のほうから
指導がありまして，非農地化しているところの色付けについて，耕作できないとこ
ろ，たとえば農振農用地等とは別に狭小なところや，まわりが山林に囲まれている
ところ，狭い農地に関して農業委員のほうでも，もう，すでにここは農地に適さな
いという判断ができた場合，赤色農地として非農地証明で地目変更するというよう
な指導もできるようになっています。今回の場合は，まわりが圏央道と山林に囲ま
れていて接する農地が現在ありません。３３平方メートルの農地が単独であるよう
な形になっています。こういった農地をこれからどのように指導していくか事務局
だけではなく農業委員みなさんと協議して，どのように対応するか，また判断する
か決めることが必要になると思います。
○議長（加納 昭君）いまの説明でよろしいですか
○１３番（秋本精一委員）たぶんこれからこうゆう事案が増くると思うのですが
○議長（加納 昭君）よろしいですか
○１３番（秋本精一委員）はい，わかりました
○議長（加納 昭君）よろしいですか ほかに質疑ありますか
〔「なし」との声あり〕
○議長（加納 昭君）それでは質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。
これより議案第４号，現況証明願いに対する証明書の交付についてを採決いたしま
す。本案は証明書を交付することに賛成の委員の挙手を願いします。
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〔賛成者挙手〕
○議長（加納 昭君） 賛成多数と認めます。
よって本案は申請のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
───────────────────────────────
日程 ８ 議案第５号 稲敷市農用地利用集積計画に対する意見決定について
（利用権設定）
○議長（加納 昭君） つづきまして議案第５号，稲敷市農用地利用集積計画に対
する意見決定について（利用権設定）を議題といたします。なお議事参与制限に該
当する案件がございますので，事務局は受理番号３５番を除いて説明をお願いいた
します。
飯島補佐
○農業委員会事務局長補佐（飯島伸生君）よろしくお願いします。
１６ページをお開きください。
議案第５号 稲敷市農用地利用集積計画に対する意見決定について（利用権設定）
本件は，農業経営基盤強化促進法第１８条 第１項の規定による利用権の設定で，今
回は，新規設定が１３件，２５筆，面積が３万６，３２０平方メートル，再設定が
２２件，１２７筆，面積が１８万２，５７７平方メートル，合計３５件で，１５２
筆，面積が２１万８，８９７平方メートルについての利用権の設定でございます。
受理番号１番，結佐字流作，田，２７５平方メートル，新規設定で利用目的が，
稲，期間が２年，小作料は現金２，０００円，受理番号２番，結佐字流作ほか，田
６筆，１万２，６９７平方メートル，新規設定で，利用目的が，稲，期間が２年，
小作料は玄米２俵，受理番号３番，結佐字流作ほか，田２筆，面積が４，４６５平
方メートル，新規設定で，利用目的が，稲，期間が６年，小作料は玄米２俵，いず
れの３件の設定を受ける者は，経営面積４１０アールの水稲を作付けする農家で，
農作業従事日数は，１１０日の認定農業者です。
受理番号４番，境島字川脇，田，５１５平方メートル，受理番号５番，境島字川
脇，田，５４５平方メートル，受理番号６番，境島字川脇，田，５１５平方メート
ル，受理番号７番，境島字川脇，田５１５平方メートル，いずれの４件は，新規設
定で，利用目的が，稲，期間が６年，小作料は，現金１０，０００円，設定を受け
る者は，経営面積３３４アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数は，２
００日の認定農業者です。
受理番号８番，古渡字内浦，田，２，１８１平方メートル，新規設定で利用目的
が，稲，期間が５年，小作料は玄米１．５俵，受理番号９番，江戸崎字外浦ほか，
田２筆，２，５９６平方メートル，新規設定で，利用目的は，稲，期間は６年，小
作料は１．５俵，受理番号１０番，江戸崎字須崎ほか，田４筆，４，５８０平方メ
ートル，新規設定で利用目的は，稲，期間は１０年，小作料は玄米１．５俵，受理
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番号１１番，稲波字植竹区，田，９９１平方メートル，新規設定で，利用目的は，
稲，期間は６年，小作料は１．５俵，いずれの４件の設定を受ける者は，経営面積
１７４アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数は，２００日の認定農業
者です。
受理番号１２番，柴崎字寄居下ほか，田３筆，４，４５９平方メートル，新規設
定で，期間は１０年，小作料は玄米２俵，設定を受ける者は，経営面積３５８アー
ルの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数は，３００日の認定農業者です。
１８ページをお願いします。
受理番号１３番，柴崎字切上，田５筆，１，８０４平方メートル，受理番号１４
番，柴崎字谷中ほか，田６筆，４，７４３平方メートル，受理番号１５番，柴崎字
砂子，田３筆，２，８９２平方メートル，受理番号１６番，柴崎字砂子，田，１，
８７５平方メートル，いずれの４件は，再設定で利用目的が稲，期間が６年，小作
料は玄米３俵，設定を受ける者は，経営面積５３７アールの水稲を作付けする農家
で，農作業従事日数は，１５０日の認定農業者です。
受理番号１７番，曲渕字居下ほか，田５筆，７，８９２平方メートル，再設定で，
利用目的が，稲，期間が１０年，小作料は玄米２．５俵，設定を受ける者は，経営
面積６２９アールの，水稲を作付けする農家で，農作業従事日数は，３００日の，
認定農業者です。
受理番号１８番，橋向字橋向，田８筆，１５，９９２平方メートル，再設定で，
利用目的が，稲，期間が６年，小作料は現金４万円，設定を受ける者は，経営面積
７３４アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数は，２５０日の認定農業
者です。
受理番号１９番，下須田字與後，田５筆，５，９３２平方メートル，再設定で利
用目的が，稲，期間が１０年，小作料は玄米３俵，設定を受ける者は，経営面積２
７８アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数は，１２０日の農業者です。
受理番号２０番，佐原組新田字高丸，田２筆，４，６０１平方メートル，受理番
号２１番，六角字弐番割ほか，田５筆，７，２２７平方メートル，いずれの２件は
再設定で，利用目的が，稲，期間が６年，小作料は玄米２．５俵，設定を受ける者
は，経営面積６８８アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数は，２００
日の認定農業者です。
受理番号２２番，下須田字與後，田，５，５２０平方メートル，再設定で利用目
的が，稲，期間が１０年，小作料は玄米３俵，設定を受ける者は，経営面積３１２
アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数は，２００日の農業者です。
２０ページをお願いします。
受理番号２３番，阿波崎字大割，田，７４５平方メートル，受理番号２４番，阿
波崎字田中前，田３筆，１，１５９平方メートル，番号が前後しますが，受理番号
２６番，阿波崎字阿波崎ほか，田２３筆，畑１筆，合計２４筆，２７，９１３平方
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メートル，いずれの３件は，再設定で利用目的が，稲，期間が７年，小作料は玄米
２．５俵，受理番号２５番，下須田字與後，田３筆，９，０００平方メートル，再
設定で，利用目的が稲，期間が１０年，小作料が玄米３俵，以上４件の設定を受け
る者は，経営面積１，６６７アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数は，
２００日の認定農業者です。
受理番号２７番，佐原組新田字伊佐部，田，２，２０８平方メートル，再設定で
利用目的が，稲，期間が６年，小作料は玄米２俵，設定を受ける者は，経営面積２
４２アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数は，６０日の農業者です。
２２ページをお願いします。
受理番号２８番，六角字壱番割ほか，田１０筆，１２，４７３平方メートル，再
設定で利用目的が，稲，期間が６年，小作料は玄米３俵，設定を受ける者は，経営
面積７０２アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数は，３００日の認定
農業者です。
受理番号２９番，浮島字上大須ほか，田９筆，６，６７６平方メートル，再設定
で，利用目的が，稲，期間が１０年，小作料は玄米２俵，設定を受ける者は，経営
面積２，００８アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数は，２５０日の
認定農業者です。
受理番号３０番，上根本字川向，田，１，３４０平方メートル，再設定で利用目
的が，稲，期間が６年，小作料は玄米２．５俵，受理番号３１番，上根本字川向，
田３筆，４，４３５平方メートル，設定を受ける者は，経営面積６５３アールの水
稲を作付けする農家で，農作業従事日数は，２５０日の認定農業者です。
受理番号３２番，佐原組新田字高丸，田１５筆，２６，２７８平方メートル，再
設定で利用目的が，稲，期間が１０年，小作料は玄米３俵，設定を受ける者は，経
営面積２，７３９アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数は，２５０日
の認定農業者です。
２４ページをお願いします。
受理番号３３番，手賀組新田字秋塚ほか，田１５筆，２５，１８１平方メートル，
再設定で利用目的が，稲，期間は６年，小作料は玄米２．５俵，設定を受ける者は，
経営面積６９７アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数は，２００日の
認定農業者です。
受理番号３４番，町田字新利根添ほか，田２筆，６，６９１平方メートル，再設
定で利用目的は，稲，期間が６年，小作料は玄米２．５俵，設定を受ける者は，経
営面積４１０アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数は，１８０日の認
定農業者です。
いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考え
ます。
受理番号１番から３４番までの説明を終わります。
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よろしく，ご審議をお願いいたします。
○議長（加納 昭委員）これで説明を終了いたします。これより質疑を認めます。
質疑ありませんか
〔「なし」の声あり〕
○議長（加納 昭委員）それでは質疑なしと認めます。質疑を終了いたします。
これより議案第５号，稲敷市農用地利用集積計画に対する意見決定について（利用
権設定）受理番号１番より３４番までの採決をいたします。本案は議案のとおり決
定することに賛成の委員の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長（加納 昭君）賛成多数と認めます。よって本案は原案のとおり決定いたし
ました。
○議長（加納 昭君）続きまして議案第５号，受理番号３５番ですが農業委員会等
に関する法律第２４条の議事参与の制限規定に沖野谷秀雄委員が該当しますので，
２６番沖野谷秀雄委員の退席を求めます。
〔沖野谷秀雄委員退室〕
○議長（加納 昭君）それでは事務局より説明をお願いします。
飯島補佐
○農業委員会事務局補佐（飯島伸生君）
受理番号３５番，橋向字細代，田２筆，１，９８６平方メートル，新規設定で，
利用目的が，稲，期間が６年，小作料が玄米２．５俵，設定を受ける者は，経営面
積６３２アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数は，２００日の認定農
業者です。
以上，農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えま
す。説明を終わります。
よろしく，ご審議をお願いいたします。
○議長（加納 昭委員）これで説明を終了いたします。これより質疑を認めます。
質疑ありませんか
〔「なし」の声あり〕
○議長（加納 昭委員）それでは質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたしま
す。これより議案第５号，受理番号３５番を採決いたします。本案は議案のとおり
決定することに賛成の委員の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長（加納 昭君）賛成多数と認めます。よって本案は原案のとおり決定いたし
ました。審議が終了しましたので２６番沖野谷秀雄委員の入室を許可いたします。
〔沖野谷秀雄委員入室〕
○議長（加納 昭君）再開いたします。
○議長（加納 昭君）以上で本日の日程はすべて終了いたしました。慎重審議いた
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だきましてありがとうございました。
皆さんにお諮りいたします。
本定例会中の議案等にかかわる字句，数字，その他の整理を要する件については，
その整理を議長に一任することに異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（加納 昭君）それでは，異議なしと認めます。
これをもちまして，平成２４年５月の稲敷市農業委員会総会を閉会といたします。
長時間ご苦労さまでした。

午後５時１３分閉会
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