平成２４年稲敷市農業委員会第１０回総会
〔１０月２５日〕
───────────────────────────────
日程 １ 会議録署名委員の指名について
日程 ２ 報告第１号 農地法第３条第１項第１３項の規定による農地等の権利移動
届出について
日程 ３ 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による農地等の権利移動動届
出について
日程 ４ 報告第３号 農地法第５条第１項第 6 号の規定による農地等の権利移動動
届出について
日程 ５ 報告第４号 農地法第１８条第６項の規定による農地の賃借権の合意解約
通知について
日程 ６ 報告第５号 制限除外の農地の移動動届について
日程 ７ 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
日程 ８ 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
日程 ９ 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
日程１０ 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
日程１１ 議案第５号 稲敷市農地利用集積計画に対する意見決定について
（利用権設定）
───────────────────────────────
本日の会議に付した事件
日程 １ 会議録署名議員の指名について
日程 ２ 報告第１号
日程 ３ 報告第２号
日程 ４ 報告第３号
日程 ５ 報告第４号
日程 ６ 報告第５号
日程 ７ 議案第１号
日程 ８ 議案第２号
日程 ９ 議案第３号
日程１０ 議案第４号
日程１１ 議案第５号
───────────────────────────────
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───────────────────────────────
○会長（加納 昭君）

諸般の報告

１０月１６日（火）

農業委員会会長・事務局長会議
於

水戸市 フェリベールサンシャイン

出席者 加納 昭会長，森川春樹事務局長
１０月２１日（日）

稲敷市敬老会
於

江戸崎総合運動公園

出席者 加納 昭会長，森川春樹事務局長
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───────────────────────────────
午後３時８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１０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３１名です。欠席委員は３０番糸賀泰夫の１名であります。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）

はい，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１９番宮本善助委員，２０番保科 進委員，両名を指名いたします。

日程 ２ 報告第１号 農地法第３条第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）1 ページをお開き願います。
報告第１号，農地法第３条第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
でございます。
受理番号 1 番，堀川字丑新田，田１筆，１，８９２平方メートル，及び
受理番号２番，下須田字神田ほか１地区，田３筆，６，０２１平方メートルでございま
すが，いずれも，農林振興公社が行う農地保有合理化事業により所有権の移転を行うもの
でございます。
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よろしくご承認をおねがいします。
○議長（加納

昭君）これは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

します。
───────────────────────────────
日程 ３ 報告第２号 農地法第３条の３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）続きまして，報告第２号

農地法第３条の３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）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，神宮寺字神宮寺ほか４地区，田４筆，畑４筆，計８筆，５，９１４平方
メートルでございますが，平成２４年７月８日被相続人の死亡により取得したものです。
権利の取得者は自作地として耕作しており，農業委員会によりあっせん等の希望は無いも
のであります。
受理番号２番，南太田字上，田１筆，５，７０１平方メートルでございますが，平成２
４年９月１１日被相続人の死亡により取得したものです。権利の取得者は委託により耕作
しており農業委員会によりあっせん等の希望は無いものであります。
受理番号３番，佐原組新田字高丸ほか２地区，田５筆，５，７９１平方メートルでござ
いますが，平成１７年１０月２３日被相続人の死亡により取得したものです。権利の取得
者は委託により耕作しており農業委員会によりあっせん等の希望は無いものであります。
受理番号４番，阿波崎字阿波崎，田１筆，９９０平方メートルでございますが，平成２
４年６月２１日被相続人の死亡により取得したものです。権利の取得者は自作として耕作
しており農業委員会によりあっせん等の希望は無いものであります。
受理番号５番，下須田字神田ほか１地区，田６筆，１２，７０８平方メートルでござい
ますが，平成２３年８月５日被相続人の死亡により取得したものです。権利の取得者は委
託により耕作しており農業委員会によりあっせん等の希望は無いものであります。
受理番号６番，本新，田１筆，畑１筆，計２筆，１６，７４９平方メートルでございま
すが，平成２４年５月２７日被相続人の死亡により取得したものです。権利の取得者は自
作として耕作しており農業委員会によりあっせん等の希望は無いものであります。
受理番号７番，高田字宿後，畑３筆，２９７平方メートルでございますが，平成２１年
７月１４日被相続人の死亡により取得したものです。権利の取得者は自作として耕作して
おり農業委員会によりあっせん等の希望は無いものであります。
受理番号８番，西代字東田，田２筆，３，０４５平方メートルでございますが，平成２
３年１月２６日被相続人の死亡により取得したものです。権利の取得者は自作として耕作
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しており農業委員会によりあっせん等の希望は無いものであります。
受理番号９番，駒塚字榎町ほか１３地区，田１７筆，畑１０筆，計２７筆，１９，２７
４平方メートルでございますが，平成２４年９月１２日被相続人の死亡により取得したも
のです。権利の取得者は自作として耕作しており農業委員会によりあっせん等の希望は無
いものであります。以上，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 ４ 報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による市街化区域内の農地
転用届出について
○議長（加納

昭君）続きまして，報告第３号，農地法第５条第１項第６号の規定による

市街化区域内の農地転用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）５ページをお開き願います。
報告第３号，農地法第５条第１項第６号の規定による市街化区域内の農地転用届出につ
いてでございます。
受理番号１番，江戸崎字新山，畑１筆，９．９７平方メートル，及び
受理番号２号，江戸崎字新山，畑３筆，５２８平方メートルでございますが，申請地を
取得して自己住宅敷地を拡張するものです。
受理番号３番，江戸崎字金上台，畑１筆，４８８平方メートルでございますが，申請地
を取得して建売住宅を建築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 ５ 報告第４号 農地法第１８条第６項の規定による農地の賃借権の合意解約通
知について
○議長（加納

昭君）

続きまして，報告第４号

農地法第１８条第６項の規定による農

地の賃借権の合意解約通知についてを議案といたします。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）６ページをお開き願います。
報告第４号，農地法第１８条第６項の規定による農地の賃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，中島字講谷津ほか４地区，田１１筆，１３，５９１平方メートルでござ
いますが，耕作者の都合により合意解約をするものでございます。
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受理番号２番，押砂字上野ほか１地区，田１１筆，畑１筆，計１２筆，２０，１１６平
方メートルでございますが，耕作者の都合により合意解約するものでございます。
○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 報告第５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５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。
事務局より説明をお願いいたします。
森川事務局長
○農業委員会事務局長（森川春樹君）７ページをお開き願います。
報告第５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，桑山字境町，田１筆，２，４２６平方メートルございますが，稲敷市が
行う，公共下水道工事の資材置場として使用するため届出があったものでございます。農
地施行規則第５３条第５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ものであります。
受理番号２番，浮島字太田辺，畑１筆，１３４平方メートルございますが，申請地を農
業用倉庫として使用するため届出があったものでございます。農地施行規則第３２条第１
項第１号に基づくものでございます。添付すべき必要書類等は事務局で確認した結果問題
が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 ７ 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
○議長（加納

昭君）続きまして議案第１号，農地法第３条の規定による権利の設定，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します。
井戸賀係長。
○農業委員会事務局係長（井戸賀輝行君）８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９件，交換２件の計１１件でございます。
受理番号１番，下須田字神田，田３筆，計６，０２１平方メートルについてでございま
すが，農林振興公社が行う農地保有合理化事業により，農業経営規模の拡大を目的に取得
するものでございます。１０月３日に農林振興公社と事務局で，受人と東庁舎会議室にお
いて面談をいたしました。受人は主に水稲を作付している農業者で，農業経営面積は１，
6

３９９アール，農業従事日数は１５０日でございます。所有の農地について休耕地はなく，
違反転用もないものであります。農機具の所有状況ですがトラクター１台，コンバイン１
台，田植機１台，乾燥機２台，を所有しております。また申請地の周辺の農地利用に影響
を与えないものと考えられます。以上調査の結果，報告書のとおり，農地法第３条第２項
の各号に該当しないものであり，受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併せて確認をいたしました。
受理番号２番，堀川字丒新田，田１筆，１，８９２平方メートルについてでございます
が，農林振興公社が行う農地保有合理化事業により，農業経営規模の拡大を目的に取得す
るものでございます。１０月３日に農林振興公社と事務局で，受人と東庁舎会議室におい
て面談をいたしました。受人は主に水稲を作付している農業者で，農業経営面積は１，０
０６アール，農業従事日数は２００日でございます。所有の農地について休耕地はなく，
違反転用もないものであります。農機具の所有状況ですがトラクター１台，コンバイン１
台，田植機１台，乾燥機１台，を所有しております。また申請地の周辺の農地利用に影響
を与えないものと考えられます。以上調査の結果，報告書のとおり，農地法第３条第２項
の各号に該当しないものであり，受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併せて確認をいたしました。
受理番号３番，西代字東田，田２筆，計３，０４５平方メートルについてでございます
が，渡人は資金が必要なため，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のであり，受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併せて確認をいたしました。
受理番号４番，大島字中蒲，田１筆，１，０４６平方メートルについてでございますが，
渡人は農業経営者ではなく

耕作できないため，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のであり，受人となる許可
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併せて確認をいた
しました。
受理番号５番，結佐字流作，田１筆，２４７平方メートルについてでございますが，渡
人は耕作者へ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のであり，受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併せて確認をいたしました。
９ページをお開き願います。
受理番号６番，沼田字北須賀，田１筆，１，０００平方メートルについてでございます
が，渡人は耕作者へ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のであり，受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併せて確認をいたしました。
受理番号７番，沼田字北須賀，田１筆，２，２６６平方メートルについてでございます
が，渡人は耕作者へ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のであり，受人となる許可要件を満たしているものと考
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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８番，中山字丑新田，外１地区，田２筆，計４，７５１平方メートルについて
でございますが，渡人は農業経営規模縮小のため，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のであり，受人となる許
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併せて確認をい
たしました。
受理番号９番，柴崎字大小，外１地区，田３筆，計２，９９２平方メートルについてで
ございますが，渡人は耕作者へ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のであり，受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併せて確認をいたしました。
受理番号１０番，脇川字浦口，田２筆，計１，０２４平方メートルについてでございま
すが，渡人は耕作の利便性を図るため，農地を交換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のであり，受人となる許可要
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併せて確認をいたし
ました。１０ページをお開き願います。
受理番号１１番，脇川字浦口，田１筆，１，０２１平方メートルについてでございます
が，渡人は耕作の利便性を図るため，農地を交換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のであり，受人となる許可要件
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併せて確認をいたしま
した。以上で，議案第１号の受理番号１番から１１番の説明を終ります。
○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。受理番号１番から２番については，農林振興公社の案件ですので調査報告
を省略いたします。まず，受理番号３番について保科委員より報告願います。
○２０番（保科

進君）２０番保科です。受理番号３番について報告します。１０月２３

日に事務局が受人の調査し，申請内容に間違いがないことを確認いたしました。受人は主
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，周辺の農地につ
いて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１台を所有しております。常時従事要件は農作
業従事日数２５０日であります。農業経営面積要件については経営面積２０７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つの要件をす
べて満たしており，報告書のとおりで間違いなく許可相当と考えられます。よろしくご審
議のほどお願いします。
○議長（加納 昭君）次に受理番号４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４番について報告いたします。１０月２３
日に，事務局は受人の調査を行い申請内容に間違いがないことを確認いたしました。受人
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
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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１台を近所に住む親戚と共同利用をしてお
ります。常時従事要件については，農作業日数２５０日であります。農業経営面積要件に
ついては，経営面積１５６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。以上のよ
うな調査の結果，受人となる許可要件を全て満たしており，報告書のとおり間違いがなく
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 昭君）次に受理番号５番について，私，加納より報告いたします。
○２３番（加納

昭君）２３番加納です。受理番号５番について報告いたします。１０月

２２日に受人の調査し，申請内容に間違いがないことを確認いたしました。受人は主に水
稲を栽培している農業者であります。全部効率利用要件は所有の農地に休耕地もなく違反
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，農作業従事日数が６０日でありますが，同一
世帯の従事日数は１５０日以上であります。農業経営面積要件については経営面積２７２
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，よろしくご審議お願いいたします。
○議長（加納 昭君）次に受理番号６番，７番について，村山委員より報告願います。
○４番（村山文雄君）４番村山です。受理番号６番について説明いたします。６番，７番
の受人が同一人物ですので，一緒に６番，７番を説明いたします。さる２０日に受人に会
いまして申請書類と内容を確認いたしました。２２日ですか，渡人に連絡をいたしました。
受人は主に水稲を栽培している農業後継者であります。若干畑作に休耕地がありますが，
これは遊休農地の利用計画書が提出されており，今後１年以内に耕起し作付けする計画書
が提出されています。常時従事要件については，農作業は６０日でありますが同一家族に
１５０日以上従事する人がおります。農業経営面積２００アールであります。地域調和要
件については周辺の農地には，農業上の効率的かつ総合的利用に支障を生じると認められ
ません。以上の調査の結果受理番号６番，７番は報告書のとおり許可相当と考えられます。
慎重審議をお願いしいます。以上報告を終わります。
○議長（加納

昭君）次に受理番号８番及び９番について，篠崎文夫委員より報告願いし

ます。
○１４番（篠崎文夫君）１４番篠崎です。受理番号８番，９番について，報告いたします。
先日受人の調査をしました。申請内容について間違いがないことを確認いたしました。受
人は主に水稲を栽培している農業者であり，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すが，水稲栽培に必要な農機具を全て所有しており
ます。農業従事日数ですが２００日です。農業経営面積要件は５２８アールでした。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
れがあるとは認められません。以上，調査の結果，買受人となる４つの要件を全て満たし
9

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。よろしくご審議のほど
お願いいたします。
○議長（加納

昭君）では，次に受理番号１０番及び１１番について沖野谷委員より報告

願います。
○２６番（沖野谷秀雄君）２６番沖野谷です。受理番号１０番，１１番について，一つの
交換ですのでまとめて報告いたします。１０月２３日に受人の確認をしました。１０番の
申請者ですが，全部効率利用要件については所有の農地に休耕地もなく違反転用もありま
せん。また，農機具の所有状況でありますがトラクターが１台，コンバインが１台，田植
機が１台，乾燥機が１台であります。従事日数なのですけれど本人は６０日ですが，家族
で奥さんが２０日ほど一緒にやっております。あと，おじいさんが１５０日以上やってお
ります。経営面積ですが４２０アールで，地域調和要件は該当する・・・また，水利組合
で取り組んで一緒にやっておられます。そのため，まわりに支障はないもの思われますの
で許可相当と思われます。１１番の申請人ですが，やはり２３日に聞き取りしております。
全部効率利用要件については所有の農地に休耕地もなく違反転用もありません。農機具の
所有状況でありますがトラクターが２台，コンバインが１台，田植機が１台，乾燥機が２
台であります。それに，耕運機も２台あります。従事日数なのですが２５０日です。経営
面積ですが現在のところ，田７４５アールを耕作しております。地域調和要件ですが該当
すると思われます。水利組合にも参加しております。地域調和要件においては，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は認められませんの
で，許可相当と思われます。以上ですので，よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長（加納

昭君）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。
○９番（小貫和子君）９番小貫です。受理番号４番の自己所有台なのですが，書いてあり
ませんがもう一度お願いします。後ろに写真はのっていますが，報告書なので台数が書い
てありませんので書いてもらいたい。
○議長（加納 昭君）はい，事務局
○農業委員会事務局係長（井戸賀輝行君）事務局です。そちら共有です。各１台です。台
数入れ忘れました。すみません。乾燥機は２台です。
○議長（加納 昭君）よろしいですか
ほかに質疑ございませんか
〔(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。
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よって，申請のとおり許可することに決定いたしました。
───────────────────────────────
日程８ 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。事務局の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。
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。稲敷市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，新橋字町田ほか１地区，田２筆，計４，４８７平方メートル
についてでございますが，申請人は自宅周辺の農地が公売物件となったため，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併せ
て確認いたしました。
受理番号２番，公売物件，新橋字町田ほか１地区，田２筆，計４，４８７平方メートル
についてでございますが，申請人は農業経営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併せて確認しました。
受理番号３番，公売物件，新橋字町田ほか１地区，田２筆，計４，４８７平方メートル
についてでございますが，申請人は自宅周辺の農地が公売物件となったため，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併せ
て確認しました。以上で，議案第２号の受理番号１番から３番の説明を終ります。
○議長（加納 昭君）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いた
します。受理番号１番について川島委員より報告を，お願いいたします
○８番（川島

昇君）８番川島です。受理番号１番について報告いたします。さる１０月

２３日に受人の調査をし，申請内容に間違いないことを確認いたしました。受人は主に水
稲，野菜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，田植機は今後導入予定です。耕運機２台を所有しております。常時従事要件につ
いては，農作業従事日数が１５０日であります。農業経営面積要件については経営面積が
１８５アールです。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，間違いはなく許可相当と思われます。よ
ろしくご審議お願いいたします。
○議長（加納 昭君）はい，次に受理番号２番及び３番について，沖野谷委員より報告を
願います。
○２６番（沖野谷秀雄君）２６番沖野谷です。受理番号２番，３番について報告いたしま
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す。１０月２３日に受人の調査をして申請内容に間違いないことを確認いたしました。受
人は主に水稲栽培しております。現在農業に従事はしております。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が一部ありますが，管理をして肥培管理を行っていま
す。農機具の所有状況でございますが，トラクター１／２台，自己所有になっていますが，
２人で共同購入ということで１／２台になっています。コンバイン，それから田植機も２
人で共有です。乾燥機が１台，常時従事要件については，農作業従事日数が１５０日であ
ります。農業経営面積要件については経営面積が６０９アールです。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。地域の水利組合にも参加しております。許可相当と思われますので，よろし
くお願いします。それから，３番ですが１０月２３日に受人の調査をして申請内容に間違
いないことを確認いたしました。受人は主に水稲を栽培しております。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，コンバインが１台，田植機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，農作業従事日数が１５０日でございます。農業経
営面積要件ですが該当すると思われます。現在経営面積が９１７アール作付けしておりま
す。地域調和要件ですが，該当すると思います。あと水利組合等にも参加しております。
ほかの農地に支障を生じるおそれがあると認められませんので，買受人となる４つの要件
を全て満たしており，よろしくご審議をお願いします。以上のとおり報告します。
○議長（加納 昭君）これで調査員の調査報告を終了したします。
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
の採決をいたします。
本案は，申請のとおり証明書を交付すること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。
───────────────────────────────
日程９ 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）１２ページをお開き願います。
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
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います。
受理番号１番，浮島字妙技，田１筆，５１８平方メートルについて及び
受理番号２番，浮島字妙技，田１筆，６８平方メートルについてでございますが，申請
人は送電線の鉄塔補強工事に伴う工事用地として平成２５年１月３１日まで一時転用する
ものであります。申請地は都市計画区域非線引き区域，土地改良区域内であります。敷地
には鉄板を敷き，周囲をロープ及びフェンスで周囲を区切り仮設の休息所，工具小屋，ト
イレを設置します。農地区分は農振農用地区域内であり農地転用許可基準に該当するもの
と考えられます。
受理番号３番，堀ノ内字内古屋，畑１筆，１８８平方メートルについてでございますが，
駐車場用地として利用するものであります。申請地は都市計画非線引き区域，農振農用地
区域外であり土地改良区域外であります。現在の駐車場は１台分で，今後家族２人が自動
車を購入予定のため，駐車場が必要となったものであります。駐車場は採石敷きとし，家
族の自動車３台分と来客用１台分を確保し，一部を洗濯物干し場として利用します。農地
区分は第一種農地で，農地転用許可基準に該当するものと考えられます。
受理番号４番，蒲ケ山字水砂，畑１筆，４９８．７０平方メートルについてでございま
すが，申請人は自己用住宅用地と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。住宅は木造２階建て，総建築面積１４８．
９０平方メートル，敷地内には駐車場を設けます。上水は井戸，下水は合併浄化槽から道
路側溝へ放流，雨水は自然浸透となっております。農地区分は第二種農地で，農地転用許
可基準に該当するものと考えられます。
受理番号５番，江戸崎字小角，田３筆，計８，９３５平方メートルについてでございま
すが，申請人は経済産業省より「再生可能エネルギー発電設備の認定」を受けた者で太陽
光発電施設用地と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。事業地の全体面積は１５，２０３平方メートル，ソー
ラーパネル設置部分は１３，８３２平方メートル，うち農地部分が８，９３５平方メート
ルとなっております。事業地の造成工事は無く，平坦な部分にソーラーパネルを設置する
ものであります。上下水は無く，雨水は自然浸透となっております。農地区分は第二種農
地で，農地転用許可基準に該当するものと考えられます。以上で議案第３号受理番号１番
から５番の説明を終わります。
○議長（加納 昭君）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します。
受理番号１番及び２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１番，２番について，さる２３日，保科委
員と事務局で現地調査並びに申請書類の審査を行いました。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
と思われます。申請書類の確認もしましたが問題はありませんでした。また，周辺の農地
にも迷惑のかからないことから許可相当であると考えられます。よろしくご審議をお願い
します。
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○議長（加納

昭君）はい，それでは次に受理番号３番について井戸賀吉男委員より報告

願います。
○１７番（井戸賀吉男君）１７番井戸賀です。受理番号３番について，１０月２２日に秋
本委員と事務局で現地調査をいたしました。申請書類の審査を行ましたが，調査の結果は
報告書のとおりであります。農地法第５条第２項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思われます。申請書類の確認もいたしましたが問題はありま
せんでした。また，周辺の農地にも迷惑のかからないことから許可相当であると考えられ
ます。よろしくご審議をお願い申し上げます。
○議長（加納 昭君）はい，次に受理番号４番について山崎委員より報告願います。
○１１番（山崎健一君）１１番山崎です。受理場番号４番について，１０月２２日に清原
委員と事務局で現地調査ならびに申請書類の審査を行ました。調査の結果は報告書のとお
りであり，農地法第５条第２項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
いるものと思われます。また，周辺の農地にも迷惑のかからないことから許可相当である
と考えられます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長（加納 昭君）次に受理番号５番について山下委員より報告願います。
○３１番（山下恭一君）３１番山下です。受理場番号５番について，さる２２日に村山委
員と事務局で現地調査ならびに申請書類の審査を行ました。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と
思われます。また，周辺の農地にも迷惑のかからないことから許可相当であると考えられ
ます。よろしくご審議をお願いいたします。以上です。
○議長（加納

昭君）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
○８番（川島

昇君）８番川島です。受理番号５番について聞きたいのですが，このメガ

ソーラーは何キロワットぐらいの発電なのですか
○議長（加納 昭君）はい，事務局。
○農業委員会事務局係長（井戸賀輝行君）９７４キロワットでございます。
○議長（加納 昭君）設備の資金はどのくらいですか
○議長（加納 昭君）はい，事務局。
○農業委員会事務局係長（井戸賀輝行君）費用は３３２，３７７，５００円になっており
ます。
○議長（加納 昭君）その他，質疑ありませんか
〔
（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
の採決をいたします。
本案は，申請のとお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。
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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許可相当として県
へ進達することに決定いたしました。
───────────────────────────────
日程１０ 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
○議長（加納 昭君）続きまして，議案第４号，現況証明願いに対する証明書の交付につ
いてを議案といたします。事務局の説明をお願いします。
高橋主査
○農業委員会事務局主査(高橋

渉君) １３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。転用事実証明
書の交付１件，非農地証明書の交付３件の計４件でございます。
受理番号１番，柴崎字上君山，田３筆，５，６３９平方メートルについての登記地目変
更の為の転用事実証明書の交付でございます。平成３年２月１８日付南総農政指令第９号
倉庫で許可を受けております。
受理番号２番，浮島字内発句，畑１筆，田２筆，計３筆，４１２平方メートルについて
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４６年頃より農家住宅敷地
として利用されております。撮影年月日，昭和５９年１１月２３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３番，岡飯出字榎䑓，畑１筆，ほか２地区，畑５筆，計６筆，２，０８６平方
メートルに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４５年頃
よりゴルフ場として利用されております。撮影年月日，昭和５９年１１月２３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４番，脇川字本田，畑１筆，７５０平方メートルに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３２年頃より宅地として利用されております。
撮影年月日，昭和５９年１１月２３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。以上で，議案第４号の説明を終わります。
○議長（加納 昭君）事務局の説明であり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番について篠崎文夫委員より報告をお願いたします。
○１４番（篠崎文夫君）はい，１４番篠崎です。受理番号１番について，さる２４日，千
勝委員と濱田委員それと事務局で申請書類の審査及び現地調査を行いました。調査の結果，
事務局の説明とおりで間違いはなく転用目的どおり倉庫用地として利用されていることを
確認いたしました。また，添付書類を確認いたしましたが，問題はありませんでした。よ
ろしくご審議お願いいたします。
○議長（加納 昭君）次に受理番号２番について，宮本 昇委員より報告願います。
○１番（宮本 昇君）１番宮本です。受理番号２番について，さる２３日，小貫委員と事
務局で申請書類の審査及び現地調査を行いました。調査の結果，事務局の説明とおりで間
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違いはなく昭和４６年ごろより利用されており，昭和５９年１１月２３日撮影の国土地理
院発行の航空写真で併せて確認いたしました。申請地は周辺の農地に影響はなく問題はな
いと思います。また，申請書類を確認いたしましたが，問題はありませんでした。よろし
くご審議のほどお願いいたします。
○議長（加納 昭君）次に受理番号３番について，井戸賀吉男委員より報告願います。
○１７番（井戸賀吉男君）１７番宮本です。受理番号３番について，さる２２日，糸賀委
員と秋本委員それ事務局で申請書類の審査ならびに現地調査を行いました。調査の結果，
事務局の説明とおりで間違いはなく昭和４６年ごろからゴルフ場の敷地として利用されて
おり，昭和５９年１１月２３日撮影の国土地理院発行の航空写真と併せて確認いたしまし
た。申請地は周辺の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
付書類を確認いたしましたが，問題はありませんでした。よろしくご審議お願いいたしま
す。
○議長（加納 昭君）次に受理番号３番について，井戸賀吉男委員より報告願います。
○１７番（井戸賀吉男君）１７番宮本です。受理番号３番について，さる２２日，糸賀委
員と秋本委員それと事務局で申請書類の審査ならびに現地調査を行いました。調査の結果，
事務局の説明とおりで間違いはなく昭和４６年ごろからゴルフ場の敷地として利用されて
おり，昭和５９年１１月２３日撮影の国土地理院発行の航空写真と併せて確認をいたしま
した。申請地は周辺の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，
添付書類を確認いたしましたが，問題はありませんでした。よろしくご審議お願いいたし
ます。
○議長（加納 昭君）次に受理番号４番について，沖野谷委員より報告願います。
○２６番（沖野谷秀雄君）２６番沖野谷です。受理番号４番についてご報告いたします。
さる２３日に飯塚委員と坂本委員それに事務局で申請書類の審査ならびに現地調査を行い
ました。調査の結果，事務局の説明とおりで間違いはなく昭和３２年ごろから住宅の敷地
として利用されております。昭和５９年１２月１９日撮影の国土地理院発行の航空写真と
併せて確認をいたしました。申請地は周辺の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，添付書類を確認いたしましたが，問題はありませんでした。よろし
くご審議のほどお願いいたします。
○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
○議長（加納 昭君）質疑ありませんか
〔
（なし）との声あり〕
○議長（加納 昭君）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とおり証明書を交付する
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ことを決定いたしました。
───────────────────────────────
日程１１ 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） 続きまして議案第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，議事参与の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５７番を除いて説明をお願いします。
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。
１４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）でご
ざいます。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７件，３０筆，５万１，１８３平方メートル，再設定が５０件，
２２４筆，３７万７，１９６平方メートル，合計５７件，２５４筆，４２万８，３７９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，幸田字立波ほか１地区，田２筆，３，８８３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２．５俵，設定を受ける者は，経営面積１，
０７１アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，２６０日の認定農業者です。
受理番号２番，堀川字柳浦，田１筆，４，１３０平方メートル，新規設定で，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１１３ア
ールの水稲を作付けする農業者です。
受理番号３番，上須田字上須田，田１筆，４１４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，設定を受ける者は，経営面積７４０アールの
水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，２５０日の認定農業者です。
受理番号４番，曲渕字居下ほか３地区，田１３筆，２万１，０２８平方メートル，
受理番号５番，曲渕字中割，田２筆，４，９９０平方メートル，
受理番号６番，曲渕字居下ほか２地区，田９筆，１万５，０３８平方メートル，いずれ
の３件は，新規設定で，利用目的が，稲，期間が６年，小作料は，３０，０００円，設定
を受ける者は，経営面積１７０アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，２０
０日の農業者です。
受理番号７番，阿波崎字阿波崎，田２筆，１，７００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，設定を受ける者は，経営面積１，５６５
アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，２３０日の認定農業者です。
受理番号８番，結佐字下結佐ほか１地区，田６筆，８，３３１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，設定を受ける者は，経営面積６５
９アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，２００日の農業者です。
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受理番号９番，神宮寺字神宮寺，田１筆，２，４３３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７０４アールの
水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，２５０日の認定農業者です。
受理番号１０番，本新，田２筆，１万６，８１５平方メートル，再設定で，利用目的は，
稲，期間は１０年，小作料は，玄米２．５俵，設定を受ける者は，経営面積１，０７１ア
ールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，２６０日の認定農業者です。
１６ページをお願いします。
受理番号１１番，新橋字清水，田３筆，１１，７４５平方メートル，再設定で，利用目
的は，稲，期間は６年，小作料は，玄米２俵，設定を受ける者は，経営面積３０２アール
の水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，１５０日の認定農業者です。
受理番号１２番，清水字前浦，田１筆，３４４平方メートル，
受理番号１３番，堀川字丑新田ほか２地区，田４筆，１万５，２７７平方メートル，い
ずれの２件は，再設定で，利用目的は，稲，期間は４年，小作料は，玄米２．５俵，設定
を受ける者は，経営面積１，２８５アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，
２５０日の認定農業者です。
受理番号１４番，六角字３番割ほか１地区，田６筆，６，８２３平方メートル，再設定
で，利用目的は，稲，期間は６年，小作料は，玄米２俵，設定を受ける者は，経営面積６
５０アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，２５０日の認定農業者です。
受理番号１５番，佐原組新田字佐原組ほか１地区，田１９筆，２万９，８９４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
受理番号１６番，佐原組新田字佐原組，田３筆，３，７４１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
１８ページをお願いします。
受理番号１７番，佐原組新田字佐原組ほか２地区，田７筆，１万３，３１８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，いずれの３件の，
設定を受ける者は，経営面積２，７３７アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日
数，３００日の認定農業者です。
受理番号１８番，佐原組新田字高丸，田１筆，１，９１４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，設定を受ける者は，経営面積６８
８アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，２５０日の認定農業者です。
受理番号１９番，伊佐部字伊佐部ほか１地区，田４筆，９，９０７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
１，５６５アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，２３０日の認定農業者で
す。
○１０番（千勝 忠君）すいません。休憩をお願いします。
○議長（加納 昭君）休憩しますか，５分休憩します。
〔暫時休憩〕
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○議長（加納 昭君）時間になりましたので再開いたします。事務局説明してください。
○農業委員会事務局長補佐（飯島伸生君）１８ページをお願いします。
受理番号２０番，下須田字神田ほか１地区，田５筆，１万１，７０８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，
受理番号２１番，阿波崎字阿波崎ほか１地区，田３筆，５，１８１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，いずれの２件の，設定
を受ける者は，経営面積１，０３４アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，
２００日の認定農業者です。
受理番号２２番，阿波崎字阿波崎か２地区，田７筆，９，９１９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，設定を受ける者は，経営面
積１，５４１アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，２５０日の認定農業者
です。
受理番号２３番，太田字中曽根，田１筆，２，５８７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２．７俵，設定を受ける者は，経営面積４８７ア
ールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，１８０日の農業者です。
受理番号２４番，佐原組新田字伊佐部，田５筆，３，３１１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４６１
アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，２００日の認定農業者です。
受理番号２５番，飯出字飯出，田１筆，３，８０２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２６番，福田字平須ほか４地区，田６筆，１万２，４２２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俵と２俵と地区により異なり
ます。
２０ページをお願いします。
受理番号２７番，東大沼字小沼，田１筆，２，０５５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２８番，市崎字後田ほか２地区，田４筆，４，６２２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，地区により，玄米２俵と２．５俵があります。
受理番号２９番，新橋字清水，田２筆，１万２，５２２平方メートル，再設定で，利用
目的が，稲，期間が５年，小作料は，玄米２．５俵
受理番号３０番，東大沼字谷津，田１筆，１，６００平方メートル，利用目的が，稲，
期間が６年，小作料は，玄米２俵，いずれの６件の，設定を受ける者は，経営面積７９９
アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，１２０日の認定農業者です。
受理番号３１番，上馬渡字上馬渡ほか２地区，田７筆，畑２筆，計９筆，８，６５２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表，
受理番号３２番，阿波崎字阿波崎ほか２地区，田６筆，６，５５３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表，
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受理番号３３番，阿波崎字池ノ内，田１筆，１，０９６平方メートル，再設定で，利用
目的は，麦，期間は，６年，小作料は，無償，
受理番号３４番，阿波崎字中前，田２筆，２，６５３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表，
受理番号３５番，阿波崎字白旗，田１筆，１，３９８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表，
受理番号３６番，阿波崎字阿波崎ほか２地区，田５筆，１万０，２２８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，いずれの６件，設定
を受ける者は，経営面積１，７５２アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，
３００日の認定農業者です。
受理番号３７番，柴崎字上吉山ほか１地区，田３筆，３，１５９平方メートル，
２２ページをお願いします。
受理番号３８番，柴崎字下吉山，田１筆，５２２平方メートル，
受理番号３９番，柴崎字下吉山，田４筆，３，２０４平方メートル，
受理番号４０番，柴崎字上吉山ほか２地区，田４筆，６，３７５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２俵，設定を受ける
者は，経営面積５２８アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，２００日の認
定農業者です。
受理番号４１番，結佐字上結佐，田１筆，１，５３２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，設定を受ける者は，経営面積４３５ア
ールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，１００日の認定農業者です。
受理番号４２番，浮島字尾島，田１筆，１，６５３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５９４アール
の水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，２５０日の認定農業者です。
受理番号４３番，八筋川字八郎田ほか１地区，田２筆，３，７３２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９０キログラム，設定を受ける者は，
経営面積１４１アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，３００日の農業者で
す。
受理番号４４番，佐原組新田字釜井，田６筆，８，３４１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，設定を受ける者は，経営面積４８
９アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，２５０日の認定農業者です。
受理番号４５番，結佐字流作，田１０筆，１万０，４４３平方メートル，再設定で，利
用目的が，稲，期間が３年，小作料は，玄米２．５俵，
受理番号４６番，結佐字流作ほか２地区，田５筆，９，９１３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，いずれの２件の，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，１６０日の認
定農業者です。
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受理番号４７番，八千石字八千石，田４筆，２万３，７２８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，設定を受ける者は，経営面積１，
１４３アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，２００日の認定農業者です。
２４ページをお願いします。
受理番号４８番，橋向字細代ほか１地区，田１２筆，畑２筆，計１４筆，２万１，１３
０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，設
定を受ける者は，経営面積８３１アールの農業生産法人です。
受理番号４９番，結佐字流作，田６筆，６，７０８平方メートル，
受理番号５０番，結佐字流作，田２筆，４９８平方メートル，
受理番号５１番，手賀組新田字阿波崎ほか１地区，田５筆，５，３１５平方メートル，
受理番号５２番，福田字福田，田３筆，３，６７１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２．５俵，設定を受ける者は，経
営面積１，０９４アールの農業生産法人です。
受理番号５３番，釜井字前田，田１筆，４９２平方メートル，
受理番号５４番，佐原組新田字高丸ほか３地区，田１０筆，２万３，９６７平方メート
ル，
２６ページをお願いします。
受理番号５５番，佐原組新田字高丸ほか１地区，田５筆，８，７１１平方メートル，
受理番号５６番，佐原組新田字高丸ほか２地区，田１９筆，９，０３１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２．５俵，設
定を受ける者は，経営面積３，６２９アールの農業生産法人です。
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 昭君）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，質疑ありませんか
〔
「なし」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（利用権転貸）
を採決いたします。
本案は原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５７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坂本一雄委員が該当しますので，１５番，坂本
一雄委員の退室を求めます。
〔坂本一雄委員退室〕
○議長（加納 昭君）それでは，事務局の説明をお願いします。
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○農業委員会事務局長補佐（飯島伸生君）
受理番号５７番，上須田字上須田，田１筆，４，２２０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，設定を受ける者は，経営面積７３２
アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，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 昭君）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，質疑ありませんか
〔
「なし」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５号，受理番号５７番を採決いたします。
本案は原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，１５番，坂本一雄委員の入室を許可いたします。
〔坂本一雄委員入室〕
○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１０月の稲敷市農業委員会総会を閉会といたします。
午後４時３２分閉会
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