平成２５年稲敷市農業委員会第３回総会
〔３月２５日〕
――――――――――――――――――――――――――――――
日程 １ 会議録署名委員の指名について
日程 ２ 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
日程 ３ 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
日程 ４ 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
日程 ５ 民事執行法等による農地等の売却に伴う現況照会について
日程 ６ 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 ７ 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
日程 ８ 農地法第４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 ９ 現況証明願に対する証明書の交付について
日程１０ 農地改良協議に対する同意について
日程１１ 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）
日程１２ 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）
――――――――――――――――――――――――――――――
本日の会異議に付した事件
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
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 議案第１号
日程 ７ 議案第２号
日程 ８ 議案第３号
日程 ９ 議案第４号
日程１０ 議案第５号
日程１１ 議案第６号
日程１２ 議案第 7 号
――――――――――――――――――――――――――――――
出席委員
１番

宮 本

昇

君

１７番

井戸賀 吉 男 君

２番

関 口 邦 子

君

１８番

山

口 幸 一 君

３番

蛯 原

君

１９番

宮

本 善 助 君

一

1

４番

村 山 文 雄

君

２０番

保

科

進 君

５番

篠 崎 文 雄

君

２１番

清

原

寿 君

６番

松 本 文 雄

君

２２番

加

納

昭 君

７番

吉 岡 一 仁

君

２３番

飯

塚 恒 雄 君

８番

川 島

昇

君

２４番

飯

田

９番

小 貫 和 子

君

２５番

濱

田 昭 一 君

１０番

千 勝

忠

君

２６番

沖野谷 秀 男 君

１１番

山 崎 健 一

君

２７番

永

長 秀 敏 君

１２番

坂 本 富 男

君

２８番

澤

邉 雅 之 君

１３番

秋 本 精 一

君

２９番

遠

藤 一 行 君

１４番

篠 崎 文 夫

君

３０番

糸

賀 泰 夫 君

１５番

坂 本 一 雄

君

３１番

山

下 恭 一 君

１６番

古 澤 真 和

君

３２番

高

須 一 郎 君

稔 君

――――――――――――――――――――――――――――――
欠席委員
――――――――――――――――――――――――――――――
出席説明委員
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 伸

生

農業委員会事務局係長

井戸賀 輝

行

農業委員会事務局主査

高 橋

渉

――――――――――――――――――――――――――――――
○会長 （加納 昭君） 諸般の報告
３月１８日（月）

茨城県農業会議第１４８回臨時総会
於

フェリベールサンシャイン 水戸市

出席者 加納会長、飯島事務局長補佐
３月２５日（月）

稲敷市農業公社理事会
於

稲敷市役所東庁舎会議室

出席者 加納会長
――――――――――――――――――――――――――――――
午後３時５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２５年３月の稲敷市
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農業委員会総会を開催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

お願いしいします。
本日の出席委員は３２名です。よって、農業委員会に関する法律第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、お手元に配布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。会議録署
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、３０
番糸賀泰夫委員、３１番山下恭一委員、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） それでは議案書の１ページをお開きください。
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。４件ありますが、まとめて報告いたします。
受理番号１番、八千石字八千石、田４筆、７，９６８平方メートル、
受理番号２番、釜井字前田、田２筆、２，２１７平方メートル、
受理番号３番、太田字上笹前、田１筆、２，０９６平方メートル、
受理番号４番、釜井字後田、田１筆、３２３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す。
よろしくご承認をお願いしいます。
○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いた
します。
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――――――――――――――――――――――――――――――
日程 ３ 報告第２号 農地法第３条第の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条第の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。事務局より報告を願います。
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条第の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。１点字句の訂正がありますのでお願いします。受理番号３番の取得日です
が、昭和４５年７月１０日になっております。こちら誤りでございまして、平成３年２月
１７日が正しい日にちでございますので、訂正をお願いします。
受理番号１番、下太田字中坂道添ほか５地区、田４筆、畑５筆、計９筆、６，２１５平
方メートルでございますが、平成２４年１２月７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をしており、農業委員会によるあっせん等の希望
は無いものであります。
受理番号２番、下君山字寺地内ほか３地区、田６筆、畑９筆、計１５筆、１７，５０８
平方メートルでございますが、平成２２年４月３０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をしており、農業委員会によるあっせん等の希
望は有でございます。
受理番号３番、大島字中蒲、田１筆、３９８平方メートルでございますが、平成３年２
月１７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を
しており、農業委員会によるあっせん等の希望は無いものであります。
受理番号４番、市崎字上荒田、田１筆、２，１６１平方メートルでございますが、平成
２１年１２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地と
して耕作をしており、農業委員会によるあっせん等の希望は無いものであります。
受理番号５番、角崎字角崎ほか４地区、田７筆、畑６筆、計１３筆、１７，８９９平方
メートルでございますが、平成２４年３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地として耕作をしており、農業委員会によるあっせん等の希望は
無いものであります。
受理番号６番、飯出字飯出、田２筆、４，２３７平方メートルでございますが、平成２
４年８月２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
作をしており、農業委員会によるあっせん等の希望は無いものであります。
受理番号７番、浮島字関谷、田１筆、２，１３２平方メートルでございますが、平成２
１年１０月２０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
て耕作をしており、農業委員会によるあっせん等の希望は無いものであります。
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受理番号８番、上之島字上ノ島、田４筆、畑１筆、計５筆、１０，９１７平方メートル
でございますが、平成２５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
の取得者は自作地として耕作をしており、農業委員会によるあっせん等の希望は無いもの
であります。
受理番号９番、下君山字羽黒、田４筆、２，１０１平方メートルでございますが、平成
２４年１月２４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
て耕作をしており、農業委員会によるあっせん等の希望は有でございます。
受理番号１０番、伊佐津字富士の下ほか２地区、田７筆、畑１筆、計８筆、４，４３０
平方メートルでございますが、平成２４年５月２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をしており、農業委員会によるあっせん等の希望
は無いものであります。
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 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。事務局より報告を願います。
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、釜井字後田、田１筆、９２２平方メートルでございますが、所有者の都
合により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 民事執行等による農地等の売却に伴う現況照会について
○議長 （加納 昭君） 続きまして、報告第４号,「民事執行等による農地等の売却に伴う現
況照会について」を議題といたします。事務局より報告を願います。
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ページをお開きください。
報告第４号,「民事執行等による農地等の売却に伴う現況照会について」でございます。
受理番号１番、水戸地方裁判所龍ヶ崎市部より照会があったものでございます。犬塚字
塚原、宅地１筆、１５４．１平方メートルでございますが、さる２月２２日担当委員と事
務局で現地調査をいたしました。調査の結果、申請地は、宅地に該当いたしますので、買
受適格者証明書は要しない旨報告をいたしました。
受理番号２番、越谷税務署より照会があったものでございます。佐原下手字下手、田３
筆、２，８０９平方メートルでございますが、申請地は、農地法の「農地」に該当いたし
ますので、買受適格証明書を要する旨報告をいたしました。
受理番号３番、水戸地方裁判所龍ヶ崎市部より照会があったものでございます。柴崎字
長峰、畑２筆、４７２平方メートルでございますが、市街化区域内のため、買受適格証明
書は要しない旨報告をいたしました。
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４件、遺贈による所有権移転１件の計５件でございます。
受理番号１番、上之島字上ノ島、田１筆、１，０２１平方メートルについてでございま
すが、渡人は受人の要望により自宅近くの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、上之島字上ノ島、田１筆、４６６平方メートルについてでございますが、
渡人は受人の要望により自宅近くの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、清久島字清久島、田１筆、１，２９８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拡大を考える受人に農地を譲渡するものであります。調査の結
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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、佐倉字成沢ほか１地区、田２筆、畑１筆、計３筆、計７，３３５平方メ
ートルについてでございますが、遺贈により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、浮島字関谷、田１筆、１，０３８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拡大のため受人に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項の第１号の全部効率利用要件に該当し、受人となる許可要件
を満たしていない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番から受理番号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委員の調査報告をお願いいたし
ます。まず、受理番号１番、２番について、坂本一雄委員より報告を願います。
○１５番 （坂本一雄君） １５番坂本です。受理番号１番、２番について報告いたします。さ
る３月１６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
主に水稲を栽培する農家です。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１台を所有しております。農業従事日数ですが２５０日であります。経営面積は２０
８アールです。周辺農地等の農業上の効率的かつ総合的利用に支障を生ずるおそれがある
とは認められません。以上調査の結果、買受人となる４つの要件をすべて満たしており、
報告書のとおり間違いはなく、許可相当と考えられます。よろしくご審議をお願いします。
○議長 （加納 昭君） はい、次に受理番号３番について、坂本富男委員より報告願います。
○１２番 （坂本富男君）１２番坂本です。受理番号３番について報告いたします。３月１７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。受人は水稲栽培を
している農業者です。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４台、田植機１台、コンバイン１台、乾燥機１台
それに農業用トラック３台がありました。農業従事日数ですが本人が１５０日、そして母
親が１８０日です。経営面積は３２７．８６アールであります。周辺農地等の農業上の効
率的かつ総合的利用に支障を生ず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つの要件をすべて満たしており、報告書のとおり間違いはなく、許可相当
と考えられます。よろしくご審議をお願いします。
○議長 （加納 昭君） はい、次に受理番号４番について、宮本善助委員より報告願います。
○１９番 （宮本善助君）１９番宮本です。受理番号４番について報告いたします。３月１９日、
事務局が受人の調査をし、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
稲栽培をしている農家であり、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
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機具の所有状況ですが、トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機それぞれを近所に住む
いとこより借りて行っているそうです。農業従事日数は９０日、経営面積は８７アールで
あります。周辺農地等の農業上の効率的かつ総合的利用に支障を生ず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つの要件をすべて満たしており、報告
書のとおり間違いはなく、許可相当と考えられます。ご審議よろしくお願いします。
○議長 （加納 昭君） 次に受理番号５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５番について報告いたします。３月２１日、買
受人宅で小貫委員と事務局で申請内容の確認をいたしました。受人は主に水稲、レンコン
を栽培している農業者であります。所有の農地については、自宅周辺農地に違反転用が見
られました。受人が耕作の用に供すべき農地に倉庫、作業所、車庫等を建築しており、借
りている農地にも倉庫を建築しておりました。これらの農地に関しましては農地転用の許
可を受けるように、本人に指導を行いました。したがって、これらの違法転用が解消され
るまでは、すべての農地を効率よく利用して事業を行うは認められず、
「全部効率利用要件」
に該当しないと考えられます。農機具等の所有状況ですが、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２５０日であります。
経営面積は５０８アールであります。周辺の農地等の農業上の効率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つの要件の内
１つを満たしておらず、報告書のとおり、不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） これで調査委員の調査報告を終了いたします。
○議長 （加納 昭君） これより質疑を認めます。質疑ありませんか
○４番 （村山文雄君） ４番村山です。違反転用がたくさんあると言っているが、どんな内容
になっているのか、違反転用の内容を教えてください。
○農業委員会事務局係長 （井戸賀輝行君） 事務局からお答えします。先ほど担当委員から
説明がありましたように農業用倉庫、車庫、物置など４筆の農地に、自己所有地及び借り
ている農地等を含みまして４筆の農地に違反建築物が認められました。
○４番 （村山文雄君） ４番村山です。面積はどのくらいになるのか。
○農業委員会事務局係長 （井戸賀輝行君） はい、ざっと一反歩、１，０００平方メートル
ほどです。
○４番 （村山文雄君） ４番村山です。農業用施設であるから指導すれば事後承認という形に
なって、なお悪気があって違反転用した訳とは思えないけれどその辺のところ、事務局で
よく話し合ってそのあたり、よろしくお願いします。以上です。
○農業委員会事務局係長 （井戸賀輝行君） はい、わかりました。事務局の方からも今後違
反の是正という形で指導していきまして、違反が是正されましたら３条申請の方を、今後、
許可申請等があれば受付をしたいと思います。
○議長 （加納 昭君） その他、何かありますか。
○１３番 （秋本精一君） １３番秋本です。今回の申請ですが、勉強というか、解らないこと
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があるので教えてもらいたい。今回、申請人本人が買受人となっていますが、前回、以前
に娘さんの名前で、買受の申請をしていましたが、このような場合、同一世帯でも別の人
の名前であれば、許可が出ると言うことでしょうか。
○農業委員会事務局係長 （井戸賀輝行君） 農地法は世帯単位で考えておりますので、本来
当時も違法転用であった形だと思いますが、調査がそこまで及びませんでした。前回の時
は、気がつかなかったと思います。今回は、受人が去年の夏に転用の相談に来ておりまし
て、事務局としては違反転用と把握しており指導していました。その時に全部違法転用を
是正してから３条申請等できますと話はしていましたが、是正の前に３条申請が出てきま
したので、許可要件を満たしていないと考えられます。
○１３番 （秋本精一君） １３番秋本です。前回は気がつかなかったので許可決定された。今
回はそれがわかったから許可が出ない。これからは、この申請人は娘さんでも許可は駄目
だということですか。
○農業委員会事務局係長 （井戸賀輝行君） はいそう言うことになります。違法転用しある
農地が耕作すべき農地でありますので、そのような判断になります。
○１３番 （秋本精一君） はい、わかりました。
○議長 （加納 昭君） その他、何かありますか。
２番関口です。４番の件ですが農業従事日数９０日ですが、ほかの世帯員の従事日数が書
いてないのですが、その辺どうでしょうか。
○農業委員会事務局係長 （井戸賀輝行君） 失礼しました。下の部分、書き忘れです。９０
日ということでお願いしいます。失礼いたしました。全農作業９０日で、今のところ、持
っている農地が少ないもので、全部の農作業が９０日でおさまるということです。９０日
です。原則１５０日以上ですが、１５０日以下でも６０日以上１５０日以下農作業自分で
全部やっているのであれば問題ありません。
○議長 （加納 昭君） はい、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、移転に許可について」を
採決いたします。採決は２回に分けていたします。まず、受理番号１番から４番までを採
決いたします。
本案は、申請のとおり、許可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、申請のとおり許可決定いたしました。
○議長 （加納 昭君） はい、次に受理番号５番を採決いたします。
本案は、申請のとおり、許可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） 賛成少数であります。
よって本案は、不許可に決定いたしました。
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――――――――――――――――――――――――――――――
日程 ６ 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」を議案といたします。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）８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。水戸地方裁判所龍ヶ崎支部が行う競売物件に対する買受適格証明願の交付につ
いて４件でございます。
受理番号１番、競売物件、願出人は認定農業者で、農業経営規模拡大の為、買受を希望
しました。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２番、競売物件、願出人は農業経営規模拡大の為、買受を希望しました。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３番、競売物件、願出人は農業経営規模拡大の為、買受を希望しました。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、競売物件、願出人は認定農業者で、農業経営規模拡大の為、買受を希望
しました。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２号の受理番号１番から受理番号４番の説明を終ります。
○議長 （加納 昭君） はい、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
をお願いいたします。受理番号１番について秋本委員より報告をお願いたします。
○１３番（秋本精一君） １３番秋本です。受理番号１番について報告いたします。３月２１
日受人の調査をし、申請内容に間違いがないことを確認いたしました。受人は主に水稲、
落花生などを栽培している農家です。所有の農地に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２台、コンバイン１台、乾
燥機２台を所有しております。農業従事日数は１７０日であります。経営面積は２２３ア
ールであります。周辺の農地等に農業上の効率的かつ総合的利用に支障を生じる恐れがあ
ると認められません。以上調査の結果、買受人にとなる４つの要件をすべて満たしており
10

報告書のとおり間違いはなく許可相当と考えられます。よろしくご審議をお願いいたしま
す。
○議長 （加納 昭君） はい、次に受理番号２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２番について報告いたします。３月
２４日受人の調査をし、申請内容に間違いがないことを確認いたしました。受人は水稲を
栽培している農業者です。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、これは共同で所有してお
ります。コンバイン、乾燥機はありませんが、これは委託でございます。農業従事日数で
すが１５０日であります。経営面積は７２４アールでございます。周辺の農地等に農業上
の効率的かつ総合的利用に支障を生じる恐れがあるとは認められません。以上調査の結果、
買受人にとなる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はなく許可相当
と考えられます。よろしくご審議をお願いいたします。
○議長 （加納 昭君） はい、次に受理番号３番から４番について、糸賀泰夫委員より報告願
います。
○３０番（糸賀泰夫君） ３０番糸賀です。受理番号３番について報告いたします。３月１８
日受人の調査をし、申請内容に間違いがないことを確認いたしました。受人は水稲を栽培
している認定農業者です。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台を所有し
ております。農業従事日数は９０日であります。経営面積は９８アールでございます。周
辺の農地等に農業上の効率的かつ総合的利用に支障を生じる恐れがあるとは認められませ
ん。以上調査の結果、買受人にとなる４つの要件をすべて満たしており報告書のとおりで
間違いはなく許可相当と考えられます。よろしくご審議ほどお願いいたします。
続きまして、３０番糸賀です。受理番号４番について報告いたします。３月２１日、事
務局が受人の調査をし、申請内容に間違いがないことを確認いたしました。受人は主に水
稲、玉蜀黍、落花生を栽培している農業者であります。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２
台、コンバイン１台、乾燥機１台を所有しております。農業従事日数は２５０日、経営面
積は４０３アールです。周辺の農地等に農業上の効率的かつ総合的利用に支障を生じる恐
れがあるとは認められません。以上調査の結果、買受人にとなる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） これで調査委員の調査報告を終了いたします。
○議長 （加納 昭君） これより質疑を認めます。質疑ありませんか
○１６番 （山崎健一君） １６番山崎です。４番なのですが、石岡市の人が旧桜川の土地を買
うということは、問題は、無いと思いますが、通作距離は、基準としてどのくらいですか、
例えば、石岡の人が桜川のここを買った場合面積がもっと少なかった場合３０００平方メ
ート位しかなかった場合、その場合には、ある程度基準は、ありましたよね、通作距離、
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ちょっと教えてください。
○農業委員会事務局係長 （井戸賀輝行君） 現在は、距離的規制は、無くなりまして、総合
的に判断することになりました。ちなみに現地から自宅までの時間なのですが１時間弱と
いうことです。
○１６番 （山崎健一君） １時間ですか。
○議長 （加納 昭君） そのほか質疑ありますか。
○１６番 （古澤真和君） １６番古澤です。受理番号３番なのですが、田んぼの面積がなくて、
コンバイン２台所有しているとありますが、これは賃どりとか、何か理由があるのですか。
○農業委員会事務局係長 （井戸賀輝行君） 審査表の面積が台帳より多いのは、相対で耕作
している面積も含めてということです。それで作業受託等もしているということで、コン
バイン等を持っていることです。
○議長 （加納 昭君） そのほか質疑ありますか。
〔
（なし）との声あり〕
○議長 （加納 昭君） それでは、質疑なしと認めます。これで質疑を終了いたします。
○議長 （加納 昭君） 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」を採決いたします。
本案は、申請書のとおり、証明書の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、申請書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 ７ 議案第３号 農地法第４条の規定による農地転用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 4 条の規定による農地転用許可
申請に対する進達意見決定について」を議案といたします。なお、農業委員会等に関する
法律第２４条の議事参与の規定に、永長秀敏委員が該当しますので、２７番永長秀敏委員
の退出を求めます。
〔永長秀敏委員退出〕
○議長 （加納 昭君） 退席いたしましたので、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） ９ページをお開き願います。
議案第３号,「農地法第４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、佐原組新田字高丸、田１筆、１，９０７平方メートルについてでござい
ますが、申請者は農業用資材置場として利用するものであります。申請者はホールクロッ
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プサイレージのコントラクターで、飼料用稲によるホールクロップサイレージのロール置
場として利用します。昨年の受託面積は、約４０ヘクタールで、近年受託面積が増加して
おりロール置場が不足しております。申請地は約６５センチメートルの盛土を行い採石敷
きとし、隣接農地との境界には土側溝を設置し保安距離を設けます。上下水道は無し、雨
水は敷地外の水路へ放流となっております。また、稲敷市土砂等による埋立て等の規制に
関する条例も申請中であります。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。農地区分は第一種農地と考えられ、別紙審査表のとお
り、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番の説明を終わります。
○議長 （加納 昭君） はい、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
をお願いいたします。受理番号１番について坂本富男委員より報告をお願いたします。
○１２番 （坂本富男君） １２番坂本です。受理番号１番について、さる２１日加納会長と事
務局で現地調査及び申請書類の審査を行いました。審査の結果は事務局の説明どおりで間
違いはなく農業用資材置き場として利用するものであり、周辺農地にも迷惑がかからない
ものであります。申請書類を確認しましたが問題ありませんでした。以上のことから報告
書のとおりで農地転用許可基準を満たしており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） はい、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 昭君） はい、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４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」を採決
いたします。
本案は、申請書のとおり許可相当として意見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、申請書のとおり許可相当として意見進達することに決定いたしました。
○議長 （加納 昭君） 審議が終了しましたので２７番永長秀敏委員の入室を許可いたしま
す。
〔永長秀敏委員入室〕
――――――――――――――――――――――――――――――
日程 ８ 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いたします。
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高橋主査
○農業委員会事務局主査 （高橋 渉君） １０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 2 件でございます。
受理番号１番、幸田字原山、畑１筆、７７１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１５年４月１６日付、南総農政指令第２８号
駐車場で許可を得ています。
受理番号 2 番、幸田字阿らく、畑 3 筆、８１３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２１年４月１６日付、南農企指令第３号駐
車場で許可を得ています。
以上で、議案第４号の説明を終わります。
○議長 （加納 昭君） はい、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
をお願いいたします。受理番号１番から２番について飯塚委員より報告をお願いたします。
○２３番 （飯塚恒雄君） ２３番飯塚です。受理番号１番、２番について、さる２１日沖野谷
委員と永長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なく転用目的どおり駐車場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ありませんでした。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。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 昭君） はい、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、申請書のとおり証明書を交付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、申請書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５号 農地改良協議に対する同意について
○議長 （加納 昭君） 続きまして、議案第５号、「農地改良協議に対する同意について」を
議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。
高橋主査
○農業委員会事務局主査 （高橋 渉君） ２１ページをお開き願います。
議案第５号、
「農地改良協議に対する同意について」でございます。
平成２５年３月４日受理、釜井字後田、田３筆、１，０２３平方メートルの内、４８７
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平方メートルの湿田解消の為の客土についてです。現在、耕作している申請地を、申請者
が所有する市内の山林で採取した山砂７９立方メートルで、約１６センチメートル客土す
る計画です。すでに作業は終了している為、始末書が添付されております。
平成２５年３月４日受理、曲渕字居下、１筆、１，３０２平方メートルの内、１５平方
メートルを育苗ハウス建替えの為の埋立てについてです。現在ある育苗ハウスを建替えす
る為、市内の個人が所有する山林で採取した山砂１５立方メートルで申請地を１メートル
埋め立てる計画です。すでに作業は完了している為、始末書が添付されております。
以上で議案第５号の説明を終わります。
○議長 （加納 昭君） 事務局の説明を終了します。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、
「農地改良協議に対する同意について」を採決いたします。
本案は、申請書のとおり同意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、申請書のとおり同意することに決定いたしました。
――――――――――――――――――――――――――――――
日程 １０ 議案第６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６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。事務局の説明をお願いいたします。
飯島補佐
○農業委員会事務局補佐 （飯島伸生君） よろしくお願いします。１２ページをお開きくだ
さい。
議案第６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
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、４件、１４筆、３５，９８０平方メートル、再設定が２８件、８９筆、
１６３，７３４平方メートル、合計３２件、１０３筆、１９９，７１４平方メートルにつ
いての利用権の設定です。
新規設定分について、ご説明いたします。
受理番号１番、浮島字妙岐ほか１地区、田２筆、１，９９６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１０アール当たり、玄米２俵、
受理番号２番、本新、田３筆、８，９３１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１０アール当たり、玄米１．５俵、いずれの２件の設定を受ける者
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は、経営面積１，００８アールの水稲を作付けする農家で、農作業従事日数、２２０日の
農業者です。
受理番号３番、甘田字西ほか１地区、田４筆、１５，５２５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１０アール当たり、玄米２俵、設定を受ける者
は、経営面積６６１アールの水稲を作付けする農家で、農作業従事日数、１７０日の認定
農業者です。
受理番号４番、上之島字上ノ島ほか１地区、田５筆、９，５２８平方メートル、利用目
的が、稲、期間が３年、小作料は１０アールあたり、玄米２俵、設定を受ける者は、経営
面積１，９２２アールの水稲を作付けする農業生産法人です。
受理番号７番から３２番の再設定については、議案のとおりです。
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。
よろしくご審議をお願いいたします。
○議長 （加納 昭君） はい、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）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６号、「稲敷市農用地利用計画に対する意見決定につて（利用権設定）」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、原案のとおり決定しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
日程 １１ 議案第７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）
○議長 （加納 昭君） 続きまして、議案第７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）
」を議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。
飯島補佐
○農業委員会事務局補佐 （飯島伸生君） ２９ページをお願いします。
議案第７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）」で
す。今回は、再設定が１件、田１筆、畑１筆、計２筆、１４，９９７平方メートル、稲敷
市農業公社を介しての転貸です。
受理番号１番は再設定で、議案のとおりです。
以上、よろしく、ご審議を

お願いいたします。

○議長 （加納 昭君） はい、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
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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７号、「稲敷市農用地利用計画に対する意見決定につて（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、原案のとおり決定しました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○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。慎重審議をいただきま
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２５年３月の稲敷市農業委員会総会を閉会いたします。
ご苦労様でした。
午後４時９分閉会
稲敷市農業委員会規則第１２条の規定により署名する。
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