平成２６年稲敷市農業委員会第２回総会
〔２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 稲敷市農業委員会委員選挙人名簿登載申請書審査結果について
日程 ５ 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
日程 ６ 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 ７ 現況証明願いに対する証明書の交付について
日程 ８ 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 ９ 一括贈与による納税猶予継続届等に係る「引き続き農業経営を行っている旨の
証明書」の交付について
日程１０ 平成２６年度稲敷市標準農作業利用料金の承認について
――――――――――――――――――――――――――――――
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 議案第１号
日程 ６ 議案第２号
日程 ７ 議案第３号
日程 ８ 議案第４号
日程 ９ 議案第５号
日程１０ 議案第６号
――――――――――――――――――――――――――――――
出席委員
１番

宮 本

昇

君

１７番

井戸賀 吉

２番

関 口 邦 子

君

１８番

山

口 幸 一 君

３番

蛯 原

一

君

１９番

宮

本 善 助 君

４番

村 山 文 雄

君

２０番

保

科

進 君

５番

篠 崎 惣 寿

君

２１番

清

原

寿 君

６番

松 本 文 雄

君

２２番

加

納

昭 君
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男 君

７番

吉

岡 一 仁 君

２３番

飯 塚

８番

川 島

昇

９番

恒 雄 君

君

２４番

飯

田

小 貫 和 子

君

２５番

濱

田 昭 一 君

１０番

千 勝

忠

君

２６番

沖野谷 秀 雄 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

１４番

篠 崎 文 夫

君

２９番

遠

藤 一 行 君

１３番

秋 本

精 一

君

３０番

糸 賀 泰

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

夫 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
１月２７日（月）

稲敷地域農業再生協議会臨時総会
於 稲敷市役所 東庁舎
出席者 加納 昭

２月 ６日（木）

平成２５年度地域の農地と担い手を守り活かす運動大会
於 ひたちなか市 文化会館
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
篠原惣寿委員

２月 ８日（土）

第１６回あずま米産地作り協議会生産者大会
於 成田市 ヒルトンホテル
出席者 加納 昭会長、秋本精一会長代理
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――――――――――――――――――――――――――――――
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２６年２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，２０
番，保科 進委員，２１番，清原 寿委員，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，結佐字上結佐ほか１地区，田８筆，１２，０２３平方メートルでござい
ますが，茨城県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権利移動を行うも
のです。
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受理番号２番、町田字前田ほか２地区、田５筆、１５，９２７平方メートルでございま
すが、同じく茨城県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権利移動を行
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。
――――――――――――――――――――――――――――――
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。事務局より報告を願いいたします。
森川事務局長
○農業委員会事務局長 （森川春樹君） 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番から受理番号６番までを一括して報告いたします。
本届出は、被相続人の死亡により、それぞれの取得日において相続により農地取得した
ものであります。権利の取得者は、いずれも自作地として耕作しており農業委員会のあっ
せん等の希望はないものであります。内容の詳細につきましてはそれぞれ議案書に記載の
とおりでございます。
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 ４ 報告第３号 稲敷市農業委員会委員選挙人登載申請書審査結果について
○議長 （加納 昭君） 続きまして，報告第３号,「稲敷市農業委員会委員選挙人登載申請書
審査結果について」を議題といたします。事務局より報告を願いします。
森川事務局長
○農業委員会事務局長 （森川春樹君）それで６ページをお開きください。
報告第３号,「稲敷市農業委員会委員選挙人登載申請書審査結果について」でございます。
平成２６年１月３１日付、稲敷市選挙管理委員会委員長あて送付いたしました。名簿登
載人数ですが、７ページから９ページに記載のとおりです。稲敷市全体では、戸数が３，
６８８個、男性３，６３７人、女性２，１７６人、計５，８１３人でございます。対前年
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比で申し上げますと戸数が２１９戸の減、男性が２３９人の減、女性１９１人の減となっ
ています。
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 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。事務局より説明を願います。
井戸賀係長
○農業委員会事務局長 （井戸賀輝行君）１０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、贈与による所有権移転１件、交換による所有権移転２件
の計７件でございます。
受理番号１番、結佐字下結佐、田１筆、９９９平方メートルについてでございますが、
渡人は隣接農地の耕作者へ売買するものであります。
受理番号２番、福田字福田、田１筆、３，０３８平方メートルについてでございますが、
渡人は離農するため農地を売買するものであります。
受理番号３番、福田字岩屋前ほか１地区、畑２筆、計１，２４５平方メートルについて
でございますが、渡人は相対での耕作者へ贈与するものであります。
受理番号４番、西代字東田、田２筆、計６，０００平方メートルについてでございます
が、渡人は隣接農地の耕作者へ売買するものであります。
受理番号５番、堀川字丑新田、田１筆、３，０５７平方メートルについてでございます
が、渡人と受人は耕作の利便性を向上させるため農地を交換するものであります。
１１ページをお開き願います。
受理番号６番、太田字下中郷、田２筆、計２，４０６平方メートルについてでございま
すが、渡人と受人は耕作の利便性を向上させるため農地を交換するものであります。
受理番号７番、神宮寺字神宮寺ほか２地区、田２筆、畑１筆、計３筆、計２，３１９平
方メートルについてでございますが、渡人は離農するため農地を売買するものであります。
以上７件の調査の結果については、全て報告書のとおりで、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、受理番号１番から受理番号７番までの説明を終ります。
○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。受理番号１番について、坂本一雄員より報告をお願いします。
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○１５番 （坂本一雄君）１５番坂本です。受理番号１番についてご報告いたします。さる２月
２０日に松本委員と受け人の調査をし，申請内容に間違いがないことを確認いたしました。
受人は主に水稲を栽培している認定農業者であります。農機具の所有状況は，トラクター
１台，田植機１台，農業用トラック１台、農作業従事日数は１５０日であります。経営面
積は１２８アールです。調査の結果、受人は農地の権利取得の要件を満たしており、報告
書の通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） 次に，受理番号２番から３番について，飯塚委員より報告をお願いい
たします。
○２３番 （飯塚恒雄雄君） ２３番飯塚です。受理番号２番について報告いたします。２月２
０日に受人の調査をし，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、肉牛等を経営している認定農業者であります。農機具の所有状況は，トラクター１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。経営面積は約４８５アールであります。調査の結果受人は農地の権利取得
の要件を満たしており。報告書の通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。
つづいて、受理番号３番について報告いたします。２月２０日に受人の調査をし，申請
内容に間違いがないことを確認いたしました。受人は主に水稲している認定農業者であり
ます。農機具の所有状況は，トラクター３台，田植機１台，コンバイン２台，乾燥機３台
を所有しております。農作業従事日数は２００日であります。経営面積は約４６２アール
であります。調査の結果受人は農地の権利取得の要件を満たしており。報告書の通り間違
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） 次に受理番号４番について，保科委員より報告お願いいたします。
○２０番 （保科 進君） ２０番保科です。受理番号４番について報告いたします。２月２１
日に関口委員と受人の調査をし，申請内容に間違いがないことを確認いたしました。受人
は主に水稲を栽培している農業者であります。農機具の所有状況は、トラクター，田植機，
コンバイン，乾燥機各１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。
経営面積は２１７アールであります。調査の結果受人は農地の権利取得の要件を満たして
おり報告書の通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します。
○議長 （加納 昭君） 次に受理番号５番から６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５番について報告いたします。さる２月２０
日、古澤委員と受人の調査をし，申請内容に間違いがないことを確認いたしました。受人
は主に水稲栽培している農業者であります。農機具の所有状況はトラクター１台、田植機
１台，刈り取り乾燥調整は作業委託をしております。農作業従事日数は２００日でありま
す。経営面積は４６０アールであります。調査の結果受人は農地の権利取得する要件を満
たしており報告書の通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
します。
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つづきまして、受理番号６番について報告いたします。さる２月２０日、古澤委員と受
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。受人は主に水稲栽培し
ている農業者であります。農機具の所有状況はトラクター１台、田植機１台，刈り取り乾
燥調整は作業委託であります。農作業従事日数は２００日であります。経営面積は１９４
アールであります。調査の結果受人は農地の権利取得する要件を満たしており報告書の通
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します。
○議長 （加納 昭君） 次に受理番号７番について，糸賀泰夫委員より報告をお願いいたしま
す。
○３０番 （糸賀泰夫君） ３０番糸賀です。受理番号７番について報告いたします。２月２２
日、秋本委員と受人の調査をし，申請内容に間違いがないことを確認いたしました。受人
は主に水稲栽培している認定農業者であります。農機具の所有状況はトラクター１台、田
植機１台，コンバイン１台、乾燥機１台を個人で所有しております。農作業従事日数は１
５０日、経営面積は２５０アールであります。調査の結果受人は農地の権利取得する要件
を満たしており報告書の通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
ほどお願します。
○議長 （加納 昭君） これで調査員の調査報告を終了します。
○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。
〔
（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。
――――――――――――――――――――――――――――――
日程 ６ 議案第２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２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。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２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、市崎字横須賀、畑１筆、７８３平方メートルについてでございますが、
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受人は太陽光発電施設事業用地として利用するものであります。太陽光発電施設は平成２
５年１１月１３日に発電出力３０．４キロワットで経済産業省の設備認定を受け、２４５
ワット出力の太陽光モジュール１２０枚をスクリュー杭で設置し、パワーコンディショナ
ーを５台設置することで、最大２７．５キロワットを出力します。事業地はネットフェン
スで囲い、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、非線引き区域、
農振農用地区域外であり、土地改良区除外済みであります。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。
受理番号２番、下太田字中曽根、畑１筆、１７３平方メートルについてでございますが、
受人は自己用住宅を建築するものであります。自己住宅は木造二階建て、延床面積１３９．
５４平方メートル、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３番、江戸崎字古屋敷、畑１筆、２３０平方メートルについてでございますが、
受人は自己用住宅を建築するものであります。申請地は渡人が建売住宅を目的として許可
を受け取得した農地でありますが、今回は転用目的を変更し、自己住宅用地として売買す
るものであります。自己住宅は木造二階建て、延床面積１０９．２５平方メートル、上水
は公共水道、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。
受理番号４番、羽賀字粟谷津、田３筆、計５平方メートルについてでございますが、受
人は太陽光発電施設からの送電線用電柱用地として利用するものであります。電柱は一本
につき１平方メートルを敷地とし、計５本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。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２号、受理番号１番から４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。
○議長 （加納 昭君） 受理番号１番について飯塚委員より報告をお願いいたします。
○２３番 （飯塚恒雄君） ２３番飯塚です。受理番号１番について、さる２０日、沖野谷委員
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。申請書類の確認も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。よろしくご審議お願いします。
○議長 （加納 昭君） 次に、受理番号２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２番について、さる２２日、古澤委員と事務
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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
違いはなく自己用住宅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。申請書類の確認も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
ろしくご審議お願いします。
○議長 （加納 昭君） 次に、受理番号３番について、清原委員より報告をお願いいたします。
○２１番 （清原 寿君） ２１番清原です。受理番号３番について、さる２１日、松本委員と
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
で間違いはなく自己用住宅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。申請書類の確認も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。
よろしくご審議お願いします。
○議長 （加納 昭君） 次に、受理番号４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４番について、さる２１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の送電用電柱地として利用するものであります。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。
〔
（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） ここで、暫時休憩いたします。
〔暫時休憩〕
○議長 （加納 昭君） 会議を再開いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
日程 ７ 議案第３号 現況証明願に対する証明書の交付について
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○議長 （加納 昭君） 続きまして，議案第３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いたします。
高橋主査
○農業委員会事務局係長 （高橋 渉君）１３ページをお開き願います。
議案第３号、
「現況証明願いに対する証明書の交付について」
転用事実証明書の交付 1 件、
非農地証明書の交付６件でございます。
受理番号１番、本新、畑１筆、１９８３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。申請地は、昭和６３年６月１７日、南総農政指令１０
４号、農家用住宅で４５１平方メートル、平成元年５月１６日、南総農政指令第７１号、
材木用倉庫用地で、１，１２７平方メートル、平成４年３月１６日南総農政指令第４４号
材木倉庫・作業場・原木置場で４０５平方メートル、転用許可の面積合計が１，９８３平
方メートルとなっており、一筆全体が転用許可地となっています。
受理番号２番、釜井字山添、畑１筆、２１１平方メートルについて、登記地目変更の為
の非農地証明証の交付でございます。申請地は、２０年以上前より自己住宅の敷地として
利用されております。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
れております。
受理番号３番、釜井字後田、畑１筆、７９平方メートルについて、登記地目変更の為の
非農地証明証の交付でございます。申請地は、２０年以上前より自己住宅の敷地として利
用されております。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
ております。
受理番号４番釜井字山添、畑１筆、９９平方メートルについて、登記地目変更の為の非
農地証明証の交付でございます。申請地は、２０年以上前より自己住宅の敷地として利用
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
おります。
受理番号５番、上須田字新川、畑１筆、４９平方メートルについて登記地目変更の為の
非農地証明証の交付でございます。申請地は、２０年以上前より農家住宅の敷地として利
用されております。
撮影年月日平成４年１０月２８日の空中写真証明書と始末書が提出されております。
受理番号６番、佐倉字松葉様、畑１筆、１，９２３平方メートルについて、登記地目変
更の為の非農地証明証の交付でございます。申請地は、２０年以上前から駐車場として利
用されております。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
ております。
受理番号７番、石納字東通、雑種地、３筆、９，６３３平方メートルについて農地法第
２条の農地ではないとする非農地証明願いです。申請地は、平成２２年３月２５日に競売
により買受人となった者へ、農地法第３条の許可がある土地であります。今回の申請は、
平成２６年１月１４日、売買により所有権移転された所有者からの申請であります。
以上で、議案第３号の説明を終わります。
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○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。
○議長 （加納 昭君） 受理番号１番について，関口委員より報告をお願いします。
○２番 （関口邦子君） ２番関口です。受理番号１番について，さる２０日，保科委員と坂本
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。調査の結果は事務局
の説明どおりで間違いなく，転用目的のとおり居宅、倉庫、資材置場として利用されてい
ることを確認いたしました。ご審議をよろしくお願いたします。
○議長 （加納 昭君） 次に受理番号２番から４番いついて，永長委員より報告をお願いしま
す。
○２７番 （永長秀敏君） ２７番永長です。受理番号２番、３番、４番について，さる２１日，
飯塚委員と蛯原委員、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
の結果は事務局の説明どおりで間違いなく，２０年以上前から住宅敷地として利用されて
おり国土地理院発行の航空写真と合せて確認をしました。調査の結果は農地法第２条の農
地に該当せず非農地と判断します。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，坂本一雄委員より報告をお願いします。
○１５番 （坂本一雄君） １５番坂本です。受理番号５番について，さる２１日，関口委員と
保科委員、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なく，２０年以上前から住宅敷地として利用されており国土地理院発
行の航空写真と合せて確認をしました。調査の結果は農地法第２条の農地に該当せず非農
地と判断します。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６番について，宮本善助委員より報告をお願いします。
○１９番 （宮本善助君） １９番坂本です。受理番号６番について，さる２１日，澤邉委員と
松本委員、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なく，３０年以上前から駐車場敷地として利用されており国土地理院
発行の航空写真と合せて確認をしました。調査の結果は農地法第２条の農地に該当せず非
農地と判断します。よろしくご審議をお願いします。
○議長 （加納 昭君） 受理番号７番について，私、加納が報告します。受理番号７番につい
て，さる２１日，保科委員と坂本委員、事務局で申請書類の審査並びに現地調査を行いま
した。申請地は、平成２２年に耕作目的で農地法第３条の許可を受けた土地であります。
調査の結果は農地に復元することが容易な耕作放棄地となっており農地法第２条の農地に
該当するものと判断します。よろしくご審議のほどお願いします。
○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。
○議長 （加納 昭君） はい。
○８番 （川島 昇君） ８番川島です。受理番号７番についてですが、たとえ登記地目が雑種
地であっても現況が耕作できる状態であれば農地と判断せざるをおえないと思います。
○議長 （加納 昭君） はい、今「農地に該当するものと判断します。」ということです。
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○８番 （川島 昇君） ８番川島です。農地と言いましたか。
○議長 （加納 昭君） はい、よろしいですか。
○議長 （加納 昭君） その他質疑ありますか。
〔
（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，
「現況証明願いに対する証明書の交付につて」を採決いたします。
本案は，調査報告が一部異なりますので採決は、２回に分けて行っていきます。
まず、受理番号１番から６番を採決いたします。
議案第３号，受理番号１番から６番は、申請書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，申請書のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
○議長 （加納 昭君） 暫時休憩いたします。
〔暫時休憩〕
○議長 （加納 昭君） 再開いたします。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号７番を採決いたします。
議案第３号，受理番号７番は、申請書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） 賛成少数であります。
よって本案は，証明書を交付しないことに決定いたしました。
――――――――――――――――――――――――――――――
日程 ８ 議案第４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４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。
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。
１３ページをお開きください。
議案第４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、１５件、１１２筆、２４４，０９６平方メートル、再設定が６件、
２４筆、７３，２６５平方メートル、合計２１件、１３６筆、３１７，３６１平方メート
ルについての利用権の設定です。
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新規設定分について、ご説明いたします。
受理番号１番、佐原組新田字釜井ほか２地区、田８筆、２０，１１７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、２．５俵と１．２
俵、設定を受ける者は、経営面積３，８７６アールの水稲を作付けする農業生産法人です。
受理番号２番、上之島字上ノ島ほか１地区、田９筆、２３，１９５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、２俵、設定を受ける
者は、経営面積５８４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。
１５ページをお願いします。
受理番号３番、三次字三次ほか４地区、田１２筆、田、４２，３８０平方メートル、畑
５筆、３，００９平方メートル、計、１７筆、４５，３８９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、２俵、設定を受ける者は、
経営面積７５５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、手賀組新田字運動津、田１筆、２，５５０平方メートル、
受理番号５番、手賀組新田字秋塚ほか３地区、田２２筆、３３，０７３平方メートル、
いずれの２件は、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、２．５俵、設定を受ける者は、経営面積７６６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。
１７ページをお願いします。
受理番号６番、八千石字八千石ほか２地区、田１１筆、２８，８３６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、２俵、設定を受け
る者は、経営面積３０７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
認定農業者です。
受理番号７番、上之島字上ノ島、田１筆、１，９０７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、２俵、設定を受ける者は、経営面
積５０１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８番、上須田字上須田、田８筆、６，０８９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、２俵、設定を受ける者は、経営面
積１，０３６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９番、八千石字八千石、田１筆、３，０４７平方メートル、
受理番号１０番、八千石字八千石ほか１地区、田１１筆、１１，９９０平方メートル、
受理番号２１番、八千石字八千石ほか１地区、田１１筆、３５，００９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１０年、小作料は１０アール当た
り、２俵、設定を受ける者は、経営面積９２３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。
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受理番号１１番、稲波字西区、田１筆、４，１３８平方メートル、新規設定で、利用目
的が、稲、期間が６年、小作料は無償、
受理番号１２番、江戸崎字外浦ほか１地区、田６筆、８，５７６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、１表と１．５表、いず
れの２件の設定を受ける者は、経営面積２７８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１３番、脇川字本田ほか２地区、田４筆、５，４１７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、２．５俵、設定を受け
る者は、経営面積８７５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。
１９ページをお願いします。
受理番号１４番、本新、田１筆、１４，７６６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、２．５俵、設定を受ける者は、経営面積
１，２５０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１５番から２０番については、再設定ですので議案のとおりです。
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。説明を終わります。
○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。
〔
（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，
「稲敷市農用地利用集積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，原案のとおり決定いたします。
――――――――――――――――――――――――――――――
日程 ９ 議案第５号

一括贈与による納税猶予継続届出等に係る「引き続き農業
経営を行っている旨の証明書」交付について

○議長 （加納 昭君） 続きまして，議案第５号，「一括贈与による納税猶予継続届出等に係
る「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」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
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○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「一括贈与による納税猶予継続届出等に係る「引き続き農業経営を行ってい
る旨の証明書」交付について」でございます。農地等の贈与税猶予制度について、租税特
別措置法第７０条の４相続税の納税猶予制度について租税特別措置法第７０条の６でござ
います。この制度は、納税猶予を受けている農地等の譲渡、貸与又は耕作されていないな
どの場合は猶予されている納税額を納付することになります。これにつきましては３年ご
とに継続届出を税務署に提出するものでございますが、その添付書類で農業委員会から発
行する「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」が必要となります。平成２５年１２
月３１日、現在の贈与税の納税猶予制度の適用者は３１名で今回継続届を提出する適用者
は９名でございます。
よろしくご審議お願いいたします。
○議長 （加納 昭君） はい，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。
○議長 （加納 昭君） 受理番号１番から３番について、関口委員より報告をお願いたします。
○２番 （関口邦子君） ２番関口です。受理番号１番から３番について、さる、２月２１日に
調査をし、申請者が納税の猶予を受けている農地で農業経営を行っていることを確認いた
しました。証明書の交付につきましては問題ありませんので報告いたします。
○議長 （加納 昭君） 受理番号４番について、保科委員より報告をお願いいたします。
○２０番 （保科 進君） ２０番保科です。受理番号４番について、さる、２月１９日に調査
をし、申請者が納税の猶予を受けている農地で農業経営を行っていることを確認しました。
証明書の交付につきましては問題ありませんのでご報告いたします。
○議長 （加納 昭君） 受理番号５番について、坂本一雄委員より報告をお願いいたします。
○１５番 （坂本一雄君） １５番坂本です。受理番号５番について、さる、２月２０日に調査
をし、申請者が納税の猶予を受けている農地で農業経営を行っていることを確認しました。
証明書の交付につきましては問題ありませんのでご報告いたします。
○議長 （加納 昭君） 受理番号６番について、宮本善助委員より報告をお願いいたします。
○１９番 （宮本善助君） １９番宮本です。受理番号６番について、さる、２月２２日に調査
をして、申請者が納税の猶予を受けている農地で農業経営を行っていることを確認いたし
ました。証明書の交付につきましては問題ありませんのでご報告いたします。
○議長 （加納 昭君） 受理番号７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７番について、さる、２月２４日に調査
をして、申請者が納税の猶予を受けている農地で農業経営を行っていることを確認いたし
ました。証明書の交付につきましては問題ありませんのでご報告いたします。以上です。
○議長 （加納 昭君） 受理番号８番について、篠崎惣寿委員より報告をお願いいたします。
○５番 （篠崎惣寿君） ５番篠崎です。受理番号８番について、さる、２月２１日に調査をし
て、申請者が納税の猶予を受けている農地で農業経営を行っていることを確認しました。
証明書の交付につきましては問題ありませんのでご報告いたします。
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○議長 （加納 昭君） 受理番号９番について、千勝委員より報告をお願いいたします。
○１０番 （千勝 忠君） １０番千勝です。受理番号９番について、さる、２月２０日に調査
をして、申請者が納税の猶予を受けている農地で農業経営を行っていることを確認いたし
ました。証明書の交付につきましては問題ありませんのでご報告いたします。
○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。
〔
（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，
「一括贈与による納税猶予継続届出等に係る「引き続き農業経営を
行っている旨の証明書」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ことに決定いたしました。
――――――――――――――――――――――――――――――
日程１０ 議案第６号

平成２６年度稲敷市標準農作業利用料金の承認について

○議長 （加納 昭君） 続きまして，議案第６号，「平成２６年度稲敷市標準農作業利用料金
の承認について」を議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。
森川事務局長
○農業委員会事務局長 （森川春樹君）
議案第６号，「平成２６年度稲敷市標準農作業利用料金の承認について」でございます。
さる、２月１２日、東庁舎第３会議室におきまして、関係機関出席のもと，平成２６年
度稲敷市標準農作業利用料金の検討会を開催いたしました。この検討会の結果を受けまし
て、本日提案をするものでございます。
料金改定の部分についてご説明をいたします。
まず、作物区分、水稲でございますが、
「一番耕起」の料金を３，５００円から４，００
０円に、
「二番耕起」を２，０００円から２，５００円に、
「プラウ耕」及び「ディスク耕」
を３，５００円から４，０００円に改定するものです。なお、これらに伴い全利用料金を
６３，０００円から６３，５００円に改定します。それと従来作業名の中に「籾摺」のみ
の料金が出ておりましたが「籾摺」のみの料金は削除いたします。
次に作物区分、麦でございますが、
「耕起」、
「プラウ耕」、
「ディスク耕」をそれぞれ、３，
５００円から４，０００円に改定するものです。
改定の理由ですが、耕起の部分については、平成２２年以前から据え置きになっている
こと及び近年の燃料費高騰を踏まえての改定でございます。
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次に作物区分、その他の「草刈」の料金でございますが１時間１，０００円から１，５
００円に改定をするものでございます。よろしくご承認をお願いたします。なお、この標
準農作業利用料金につきましては、
「農業委員会だより」と農業委員会のホームページによ
りお知らせをいたします。また、各庁舎にチラシ等をおきまして周知をしてまいりたいと
思います。
○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。
〔
（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，
「平成２６年度稲敷市標準農作業利用料金の承認について」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２６年２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３０分閉会
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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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