平成２５年稲敷市農業委員会第４回総会
〔４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５条第１項第６号の規定による農地等の権利移動届出について
日程 ５ 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 ６ 制限除外の農地の移動届出について
日程 ７ 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 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 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 現況証明願に対する証明書の交付について
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 平成２５年度稲敷市農業委員会活動重点事業について
――――――――――――――――――――――――――――――
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 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
日程１２ 議案第６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

――――――――――――――――――――――――――――――
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
４月１５日（月）

稲敷市，市長選挙の当選お祝い
於

稲敷市長宅

出席者 加納 昭会長，秋本精一会長代理
濱田昭一委員，沖野谷秀雄委員
濱田惣壽委員
４月１６日（火）

茨城県農業会議第１４９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 昭会長，森川春樹事務局長
――――――――――――――――――――――――――――――
午後３時開会
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稔 君

○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４月の稲敷市
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，３２
番高須一郎委員，１番宮本

昇委員，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，結佐字流作，田７筆，５，４０２平方メートル，
受理番号２番，結佐字流作ほか２地区，田５筆，９，９１３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
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します。
――――――――――――――――――――――――――――――
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） 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。
受理番号１番，下須田字新屋敷ほか４地区，田１０筆，２８，８４０平方メートルでご
ざいますが，平成２４年１０月２９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） ３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，江戸崎字道城沖，田１筆，２９７平方メートルでございますが，申請地
を取得して，木造平屋建て４５平方メートルの自己住宅１棟を建築するものです。
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。
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――――――――――――――――――――――――――――――
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４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） ４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貸借権の合意解約通について」
でございます。ここで，すみませんが議案書の受理番号２番なのですけれども，日にちの
訂正をお願いします。解約事項の解約申入日，成立日，引渡日が５月１２日と入っており
ますが，５月は誤りで４月が正しいので，ご訂正をお願いします。
受理番号１番，西代字北田，田３筆，７，７５３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。
受理番号２番，江戸崎字原，畑１筆，３３８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。
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 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，江戸崎字須崎，田２筆，２２１平方メートルでございますが，ソフトバ
ンクモバイル株式会社が，携帯基地局設備設置するための進入路として使用するため届出
があったものです。農地法施行規則第５３条第１４号に基づくものであり，添付すべき必
要書類等は，事務局で確認した結果，問題ないものであります。
受理番号２番，江戸崎字須崎，田１筆，５０平方メートル及び，
受理番号３番，松山字遠原，畑１筆，１４４平方メートルでございますが，ソフトバン
クモバイル株式会社が，携帯基地局の設備を設置するため届出があったものでございます。
農地法施行規則第５３条第１４号に基づくものであり，添付すべき必要書類等は，事務局
で確認した結果，問題ないものであります。
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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） ６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７件，賃貸借権設定１件の計８件でございます。
受理番号１番，太田字上笹前，田１筆，２，０９６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。２月２６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２８６
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２番，八千石字八千石，田４筆，計７，９６８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。２月２６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，
１１０アール，農業従事日数は２５０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２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３番，脇川字本田ほか１地区，田３筆，計２，０８１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。２月１４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
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積は６７３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３台，コンバ
イン１台，田植機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４番，釜井字前田ほか１地区，田３筆，計２，５４０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。２月２６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生産法人で，農業
経営面積は３，６２０アール，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５台，コンバイン２台，田植機２台，乾燥
機６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５番，椎塚字荒久，畑２筆，計１，６６０平方メートルについてでございます
が，渡人は休耕地を耕作してもらうため賃貸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。
７ページをお開き願います。
受理番号６番，江戸崎字原，畑１筆，３３８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隣接する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７番，羽生字羽生，畑１筆，５９２平方メートルについてでございますが，渡
人は資金が必要な為，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８番，新橋字清水ほか１地区，田２筆，９，８７１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為，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。
以上で議案第１号の 受理番号１番から受理番号８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委員の調査報告をお願
いいたします。なお，受理番号１番から４番までは農林振興公社の案件ですので調査報告
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を省略いたします。まず，受理番号５番について，篠崎惣壽委員より報告をお願います。
○５番 （篠崎惣壽君） ５番篠崎です。受理番号５番について報告いたします。さる４月２２
日に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
にネギを栽培する農業者であります。以前は農業生産法人に勤務しており現在は農家住宅
を購入し両親と臨時雇用者で農業を営んでおります。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４台，耕運機７台
を所有しております。農業従事日数は３００日，経営面積は５４アールですが，相対２１
７５アールを借りて農業を営んでおります。また，臨時雇用として３０人を雇っておりま
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します。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号６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番について報告いたします。さる４月２２
日に，本にと会いまして調査をし，申請内容に間違いないことを確認いたしました。受人
は主に水稲とカボチャを栽培を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，田植機，
コンバイン，乾燥機等１台ずつ所有しております。その他に農業・・・もあります。農業
従事日数ですが２５０日であります。経営面積は２２０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。以上です。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号７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番糸賀です。受理番号７番について報告いたします。さる４
月２２日，秋本委員と受人の調査をし，申請内容に間違いないことを確認いたしました。
受人は主に水稲とハウス特にキュウリ，トマト等の栽培を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。事務局の報告のとおり農機具
の所有状況ですが，トラクター１台，田植機１台，コンバイン１台，乾燥機１台，農業用
トラック１台を所有しています。農作業の従事日数は３００日であります。経営面積は１
４３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） 次に受理番号８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８番について報告いたします。さる４
月２３日，飯塚委員と２人で受人の調査し申請内容に間違いがないことを調査いたしまし
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た。受人は主に水稲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，これは委託に
よって行っております。田植機１台，コンバイン１台，乾燥機等２台を所有しております。
農業従事日数でございますが１５０日であります。経営面積は１４６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，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。
――――――――――――――――――――――――――――――
日程 ８ 議案第２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
○議長 （加納 昭君） 続きまして，議案第２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，浮島字上車，畑１筆，６１３平方メートルについてでございますが，申
請者は農業用倉庫として利用するものであります。申請者は主にレンコンを耕作する農業
者で，自宅近くに冷蔵庫を設置できる農業用倉庫を建築するものであります。申請地には，
４４．５平方メートルの鉄骨平屋建ての農機具置場が既に建っており，今回１５０平方メ
ートルの鉄骨平屋建て農業用倉庫と共に追認申請するものであります。上下水道はなし，
雨水は敷地内に自然浸透，となっております。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
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以上で議案第２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番について小貫委員より報告をお願いたします。
○９番（小貫和子君） ９番小貫です。受理番号１番について，さる２３日，宮本委員と事務
局で現地調査並びに申請書類の審査を行いました。調査の結果は事務局の説明どおりで間
違いがなく，農業用倉庫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。申請書類の確認もいたしましたが問題はありませんでした。以上のことから報
告書のとおり，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。
よろしくご審議お願いたします。
○議長 （加納 昭君） はい，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
〔
（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２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。
――――――――――――――――――――――――――――――
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」を議案といたします。なお，議事参与の制限規定に該当する
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） ９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
ざいます。
受理番号１番，浮島字寄縄原，畑１筆，６３１平方メートルについてでございますが申
請者は売買による所有権移転をし，整骨院を開業するものであります。整骨院は，木造平
屋建て１棟，建築面積９９．３７平方メートル，来客用駐車場５台，自己用車庫と物置を
設置するものであります。敷地内はアスファルト舗装，周囲はネットフェンスで囲います。
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上水は公共水道，下水は公共下水道へ接続となっております。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。
受理番号２番，江戸崎字芝ヶ谷，畑１筆，３３０平方メートルについてでございますが，
申請者は贈与による所有権移転を行い，自己住宅敷地として利用するものであります。申
請者は現在，公営住宅に住んでおりますが，妻と子供２人で両親の家の近所に家を建てて
住むことになったものであります。住宅は木造２階建，建築面積１４７．５３平方メート
ル，車２台分の駐車場を設けます。上水は井戸，下水は合併浄化槽，雨水は自然浸透とな
っております。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。農地区分は第二種農地と考えられ，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。都市計画法第２９条の申請も同時にされております。
受理番号３番，松山字遠原，畑１筆，７５６平方メートルについてでございますが，申
請者は携帯電話基地局建設の工事を行う法人で，賃貸借権を設定し，携帯電話基地局の作
業用地として一時転用するものであります。作業用地は鉄板敷きとし，周囲をフェンスで
囲います。上下水はなし，雨水は自然浸透となっております。申請地は，市街化調整区域，
土地改良区域外であります。農地区分は農用地区域内であり，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番から３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。まず，受理番号１番について宮本

昇委員より報告をお願いたしま

す。
○１番 （宮本 昇君） １番宮本です。受理番号１番について，さる２３日，小貫委員と事務
局で現地調査ん並びに申請書類の審査を行いました。調査の結果は事務局の説明どおりで
間違いはなく整骨院用地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） 次に受理番号２番について，山下委員より報告をお願いいたします。
○３１番（山下恭一君）３１番山下です。受理番号２番について，さる２３日，清原委員
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。調査の結果は事務局の説明どお
りで間違いはなく，自己住宅用地として利用するものであり，周辺農地にも迷惑のかから
ないものであります。申請書類の確認も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。
よろしくご審議をお願いします。以上です。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号３番について，山崎委員より報告をお願いいたし
ます。
○１１番（山崎健一君）１１番山崎です。受理番号３番について，さる２３日，村山委員
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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。調査の結果は事務局の説明どお
りで間違いはなく，作業用地として一時転用するものであります。周辺農地にも迷惑のか
からないものであります。申請書類の確認も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。
よろしくご審議をお願いいたします。以上です。
○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，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」
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） 続きまして，議案第３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，山崎健一委員が該当しますので，１１番，山崎
健一委員の退席を求めます。
〔山崎健一委員退出〕
○議長 （加納 昭君） それでは，事務局の説明をお願いたします。
○農業委員会事務局係長 （井戸賀輝行君） 受理番号４番，蒲ケ山字根崎ほか１地区，畑２
筆，４，２６６平方メートルについてでございますが，申請者は賃貸借権を設定し，太陽
光発電事業施設用地として利用するものであります。太陽光発電事業施設は経済産業省の
認定を受け，総面積３０，４７９．５２平方メートル，太陽光モジュール７，２２７枚，
約２ＭＷ／ｈの発電量を計画しております。施設は周囲をフェンスで囲い，遠隔カメラで
内部を監視するものであります。上下水道はなし，雨水は自然浸透となっております。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
分は第二種農地と考えられ，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４番の説明を終わります。
○議長（加納

昭君）ただいま事務局の説明でございましたが，調査委員の調査報告をお

願いたします。受理番号４番について，清原委員より報告お願いいたします。
○２１番（清原

寿君）２１番清原です。受理番号４番について，さる２３日，村山委員

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。調査の結果は事務局の説明どお
りで間違いはなく，太陽光発電施設として利用するものであり，周辺農地にも迷惑のかか
らないものであります。申請書類の確認もしましたが問題ありませんでした。以上のこと
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から報告書のとおり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。
よろしくご審議をお願いします。
○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，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，受理番号４番を採決いたします。
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） 審査が終了しましたので，１１番，山崎健一委員の入室を許可いたし
ます。
〔山崎健一委員入室〕
――――――――――――――――――――――――――――――
日程１０ 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。
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。非農地証明
書の交付１件でございます。
受理番号１番，脇川字新田，畑１筆，８２６平方メートルについての非農地証明書の交
付でございます。登記地目変更の為の非農地証明書の交付でございます。平成２年以前か
ら農家住宅敷地として利用されており，木造住宅及び作業所兼物置が建築されております。
撮影年月日平成２年１１月５日の空中写真証明書と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。
○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番について沖野谷委員より報告をお願いたします。
○２６番（沖野谷秀雄君） ２６番飯塚です。受理番号１番について，さる２３日，飯塚委員
と坂本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２０年以上前から農家住宅の敷地として利用されており，建
築年の記載された固定資産税評価額証目書，平成２年１１月５日撮影の国土地理院発行の
航空写真と合わせて確認いたしました。周辺農地に迷惑がかからないことから問題はない
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と思われます。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。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。１１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
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，８件，４７筆，１０６，６８３平方メートル，再設定が１４件，６０筆，
８２，９８２平方メートル，合計２２件，１０７筆，１８９，６６５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，橋向字橋向ほか１地区，田８筆，１３，５１０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３俵，設定を受ける
者は，経営面積３０８アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，２５０日の農
業者です。
受理番号２番，阿波崎字北須賀，田２筆，４，２９１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，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３番，佐原組新田字佐原組ほか１地区，田１２筆，２２，２８５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２，７５６アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，
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３００日の認定農業者です。
受理番号４番，西代字南田，田１筆，１，９８３平方メートル，利用目的が，稲，期間
が６年，小作料は１０アールあたり，玄米１．５俵，
受理番号５番，西代字南田，田１筆，２，９４２平方メートル，利用目的が，稲，期間
が６年，小作料は１０アールあたり，玄米２俵，
受理番号６番，西代字北田ほか１地区，田４筆，７，７７９平方メートル，
利用目的が，稲，期間が６年，小作料は１０アールあたり，場所により，玄米１俵，１．
５俵，２俵と変わっています。いずれの３件の設定を受ける者は，経営面積６４６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７番，須賀津字須賀津ほか１地区，田２筆，１０，５２４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８９８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。
受理番号８番，結佐字流作ほか１地区，田１４筆，４２，０８０．０７平方メートル，
畑３筆，１，２８９平方メートル，計１７筆，４３，３６９．０７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２．５俵，設定
を受ける者は，経営面積８１６アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数，１７
０日の認定農業者です。
受理番号９番から２２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５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１２ 議案第６号 平成２５年度稲敷市農業委員会活動重点事業について
○議長 （加納 昭君） 続きまして，議案第６号，「平成２５年度稲敷市農業委員会活動重点
事業について」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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森川事務局長
○農業委員会事務局 （森川春樹君） 議案第６号，
「平成２５年度稲敷市農業委員会活動重点
事業について」でございます。
農業委員会の役割・機能等の活動方向を明確にし，重点を置いた活動をするため，下記
の事業に取り組んでいくものでございます。
まず，大きな１番目の農地対策の推進でございますけれども，①としまして，遊休農地
の解消です。目標設定は解消面積を５０ヘクタールとするものです。②としまして，違反
転用の適正な対応ですけれども，目標設定は１１月を農地パトロール強化月間として全地
区一斉農地パトロールを行い無断転用の防止に向けた啓発活動や農地利用の現状把握を行
うものです。③としまして，農地の監視活動ですけれども農地制度の適切な運用の徹底等
を目的に地区担当の監視活動を行うものです。目標設定は毎月１０日を地区農地パトロー
ルの日と定め担当地区の監視活動を行うものです。④としまして，あっせん活動の強化，
これは担い手への農地の利用集積へ向けたあっせん活動を行うものです。あっせん申し出
のあった農家の仲介に入り担い手農家へのあっせん活動を実施するもので，目標設定を５
０件とするものです。
次に大きな２番の遊休農地に関する措置でございますが，①としまして，農地の利用状
況調査，これは，すべて農地の利用状況について，調査を行うもので，目標設定は全地区
一斉に農地の利用状況調査を実施するものです。②としまして，遊休農地への指導，これ
は農地の利用状況調査で把握した遊休農地の所有者に対しまして指導を行うもので，目標
設定は，１月から３月に実施をするものです。
次に，大きな３番の担い手対策の推進でございますが，①としまして，担い手に対して，
認定農業者制度の普及推進を行うと伴に農業経営改善計画の達成に向けた相談支援等を実
施するものです。目標設定は農政課事業等への協力でございます。②としまして，担い手
に対する農地集積支援，担い手の農地集積を推進するため適切な支援を行うもので，目標
は担い手の登録農家の登録推進を引き続き行うものです。現在の担い手登録数は６３件の
登録でございます。③としまして，担い手に対する各種支援策の周知ですけれども，国，
県並びに市における担い手に対する支援策の周知を徹底するものです。
次に大きな４番の農政対策の推進でございますが，①としまして，建議活動でございま
す。担い手からの意見を踏まえた課題と対策について市並びに国，県に建議活動を行うも
のです。目標設定は認定農業者との意見交換会を実施し，課題等について市長へ建議する
ものでございます。②としまして，食の教育の推進でございます。これは，農業体験学習
等による食の教育の推進など実践活動に務めるもので，目標設定は遊休農地を利用した農
業体験学習を実施するものでございます。③としまして，農業者年金の加入推進，これは，
茨城県段階の稲敷市の加入目標６０人達成に向けて加入推進を行うもので，目標設定は，
新規６名を加入推進するというものでございます。
次に５番の情報提供活動でございますが，①としまして，全国農業新聞の普及推進でご
ざいます。全国農業新聞を認定農業者等への購読推進を図るもので，目標設定は農業委員
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１人２部の購読推進を行うものです。②としまして，普及啓発活動，これは農業委員会の
活動を農業委員会だよりや市広報紙を利用して啓発活動を図るものでございまして，目標
設定は農業委員会だよりを年１回発行するものでございます。
次に大きな６番の活動記録の徹底でございますが，農業委員会活動記録ノートにより記
録の徹底を図るもので，目標設定は活動記録ノートにより活動の検証を行うものでござい
ます。
次に７番の活動計画の策定活動の評価点検についてでございますが，これは年間の目標
及び活動計画を策定してその実現を図るとともに，その検証，点検を行うもので，目標設
定は，年間の目標及び活動計画の内容に合意決定し，年度末にその検証，点検を行うもの
でございます。たいへん長くなって申し訳ありませんが，ただ今，ご説明申しあげました
活動重点事業につきましては，毎年目標を設定して活動をしていくという中で，さる，３
月２５日開催の第７回運営委員会におきまして，ご承認をいただきましたので本日ご提案
をするものでございます。
よろしくご承認のほどお願いします。
○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。
○８番（川島

昇君）８番川島です。毎年遊休農地の解消を行っているのですが，継続的

に作物の作付けによる解消改革に取り組む，
「何を作ったらよいのか」と聞かれるのです。
この遊休農地で，作るものがない。だから遊休にしておくのです。具体的に作物を採算の
合うものがあれば提案してもらいたい。ただ行って遊休農地解消してください，では進ま
ないと思うのです。採算が合わないから，みなさん作らないと思うのです。
○農業委員会事務局 （森川春樹君） よろしいですか，いま，川島委員からあるように，ま
ったくその通りでございまして，たとえば，その農業委員会でも，文書で指導して勧告ま
でしなければならないのですが，ただ，指導と言ってもいま，おっしゃられたように作物
を何を作ったらよいか，もう年をとってできないという，その現状の中で簡単に遊休農地
なっているからやりなさいと一方的にできない部分もある。たいへん川島さんがおっしゃ
るように簡単に解決するものでありません。解消していくと言っても本当に難しい現状で
すけれど，活動重点事業の中では項目として位置づけする必要があることで，難しい現状
は重々理解しているところですので，ご理解ください。
○８番（川島

昇君）国の方でも遊休農地解消対策に取り組んでいるようですが，今のと

ころパフォーマンス的に遊ばしている土地を何とか作物を作ってもらいたい。そういう感
じにしか見えない。もう少し具体的に取り組んで行かないと，遊休農地対策にならないと
思います。
○農業委員会事務局 （森川春樹君） その通りだと思います。
○議長 （加納 昭君） よろしいですか，その他ありませんか。
○２４番 （飯田 稔君） ２４番飯田です。一言だけ申し上げたいのですが，中身についてど
うのこうのではなくて，今日の議案書ですよね，これは６号議案なのだけれども今年度の
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活動方針というか農業委員会の指針みたいなものでしょう，これはここへ置いていくのだ
よね，これは少し不親切だと思うのです。今年活動する内容を別にコピーして配布すると
か，配慮してみんなで守っていこうと，何かあればよいけど，この議案の中にね，ちょっ
と聞いておいてよ，これ，どういうことか聞いておいてよ。
○農業委員会事務局 （森川春樹君） それでは，よろしいですか，この重点事業は，なぜこ
ういうようになったかと言いますと国の方で農業委員会の組織そのものの目に見える活動
しなければだめだということが大前提になっています。その中で確かに細かくて非常に文
書化されていますので，ただ毎年その計画を作ってそれで活動の点検の評価をしなさいと
なっていまして，どこの市町村農業委員会でも同じようなやり方をしております。活動の
内容につきましては，ここで決定をいただきまして，皆様に文書で配布をいたしておりま
す。今年ももちろん配布をいたしまして，全部が全部１００パーセントできないかもしれ
ませんけども，この内容に基づいて活動していかなければならないという現状にあります
ので，よろしくお願いします。
○議長 （加納 昭君） よろしいですか，その他ありますか
○４番（村山文雄君）４番村山です。毎年，五役が，農政に対して市長に建議をすると，
これは，認定農家などと会議でまとめた要望を市長に農政対策して建議する訳ですが，毎
年しているこの建議が，一からすべて採用される訳ではないと思うのです。その休耕地と
か認定農家とかあったけど，これに対しての，要望に対してどの程度対応されているか，
再検討する必要があると思うのです。ただ要望するだけで，我々は地域の農業者の代表者
である訳だから，土地改良だとか農協だとかその合議制のもとだから，稲敷市では大きい
農業者団体だかと思うのですが，市長に稲敷市の農業が発展するためいろいろな要望を出
している訳ですから，それに対して市の農政として，どのような形でなっているのか，そ
の辺のところを検証する必要があると思うのです。
○農業委員会事務局 （森川春樹君） よろしいですか，いま村山委員からありましたように，
毎年建議の形で行っていますが，今のところまだ，市部局からの回答の形では実際もらっ
ていません。ですので，今のところは一方通行で建議しましたよと，その様な形なのです
が，今おっしゃられましたように，当然要望をした内容については，どのような成果が出
たのか，或いは，対応があったのかを，当然必要になってくると思いますので，今後は，
去年も考えてはいたのですが要望した結果について回答ですか，その様なことを求めてい
きたいと，そのように思っています。よろしくお願いします。
○４番（村山文雄君）要望にたいして全部，１００パーセント受け取られる訳ではないと
思うのだけれど，要望し続けることも我々は農業者の代表の権利だとしての大事なことだ
と思います。以上です。
○議長 （加納 昭君） その他何かありますか，無いようでしたらこれで質疑を終了いたしま
す。
〔
（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
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り議案第６号，
「平成２５年度稲敷市農業委員会活動重点事業について」を採決いたします。
本案は，原案のとおり承認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，原案のとおり承認することに決定いたしました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○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４月の稲敷市農業委員会総会を閉会といたします。
ご苦労様でした。
午後４時４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。

長
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昭
㊞
――――――――――――――――

３２番委員

高 須 一 郎
㊞
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１番委員

宮 本
昇
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議
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