平成２６年稲敷市農業委員会第２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 制限除外の農地の移動届出について
日程 ６ 農地法第３条の規定による権利の設定、移動の許可について
日程 ７ 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 ８ 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 ８ 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請に対する進達意見決定に
ついて
日程 ９ 現況証明願いに対する証明書の交付について
日程１０ 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

２番

関 口 邦 子

君

１８番

山

1

男 君

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

７番

吉

岡 一 仁 君

２３番

飯 塚

恒 雄 君

８番

川 島

昇

君

２５番

濱

９番

小 貫 和 子

君

２６番

沖野谷 秀 雄 君

１０番

千 勝

忠

君

２７番

永

長 秀 敏 君

１１番

山 崎 健 一

君

２９番

遠

藤 一 行 君

１２番

坂 本 富 男

君

３０番

糸

賀 泰 夫 君

１４番

篠 崎 文 夫

君

３１番

山

下 恭 一 君

１３番

秋 本

精 一

君

３２番

高 須 一

１６番

古 澤 真 和

君

田 昭 一 君

郎 君

――――――――――――――――――――――――――――――
欠席委員
１５番

坂 本 一 雄

君

２８番

澤 邉 雅 之

君

２４番

飯

田

――――――――――――――――――――――――――――――
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１７日（月）

農業会議第１５１回総会
於 水戸市 市町村会館
出席者 加納 昭、森川春樹事務局長

３月２４日（月）

家族経営協定調印式
於 稲敷市役所 東庁舎
出席者 加納 昭会長

――――――――――――――――――――――――――――――
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稔 君

午後３時１５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３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２８名です。欠席委員は、８番、川島
員、２４番、飯田

昇委員、１５番、坂本一雄委

稔委員、２８番、澤邉雅之委員の４名であります。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，２３
番，飯塚恒雄委員，２５番，濱田昭一委員，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） 議案書の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，本新，田１筆，１４，７９３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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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。議案の２ページから６ページになります。
受理番号１番から受理番号８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 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）それで６ページをお開きください。
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、松山字橋本、田１筆、４４６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、鳩崎字新田、田１筆、４，９７１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。
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受理番号３番、曲渕字中割、田２筆、４，９９０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。
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 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８ページをお開きください。
受理番号１番、下根本字下沼、田、１筆、４８．３６平方メートルでございますが、稲
敷土地改良事務所が行う、基幹農道整備事業、板橋・伊佐津２期地区の作業用地として使
用するため届出があったものでございます。農地法施行規則第５３条第５号に基づくもの
でございます。
受理番号２番、浮島字関谷、田、１筆、１８８平方メートルでございますが、申請地を
レンコン加工施設として使用するため届出があったものでございます。農地法施行規則第
３２条第１号に基づくものでございます。
よろしくご承認をお願いいたします。
○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。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２２番を除いて説明をお
願いします。
井戸賀係長
○農業委員会事務局長 （井戸賀輝行君）９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１７件、贈与による所有権移転３件、交換による所有権移転２
件の計２２件でございます。
受理番号１番、新橋字町田、田１筆、１，５６０平方メートルについてでございますが、
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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。１月２９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認定農業者で農業経営面積は１,１２０
アール、農業従事日数は３００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５台、田植機１台、コン
バイン２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、町田字前田ほか１地区、田４筆、計１４，３６７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。１月２９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認定農業者で、農業経
営面積は３１５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。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、本新、田１筆、１４，７９３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１０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、露地野菜を作付している農業者で、農業経営面積は 732
アール、農業従事日数は３００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４台、田植機１台、コン
バイン２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４番、結佐字上結佐ほか１地区、田８筆、計１２，０２３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。１月２０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、陸稲を作付している認定農業者
で農業経営面積は１，４２１アール、農業従事日数は３２０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４台、田植機１台、コンバイン２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
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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。
１０ページをお開き願います。
受理番号５番、境島字西浦、田１筆、２，４４３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を縮小するため、農地を売買するものであります。
受理番号６番、境島字西浦、田１筆、２，３４０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を縮小するため、農地を売買するものであります。
受理番号７番、境島字西浦、田１筆、１，０８０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を縮小するため、農地を売買するものであります。
受理番号８番、境島字西浦、田１筆、１，４４０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を縮小するため、農地を売買するものであります。
受理番号９番、境島字西浦、田１筆、１，４４０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を縮小するため、農地を売買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１０番、境島字川脇、田１筆、６９４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ものであります。
受理番号１１番、境島字西浦、田１筆、１８０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を縮小するため、農地を売買するものであります。
受理番号１２番、中山字後畑、畑１筆、１９９平方メートルについてでございますが、
渡人は耕作できないため、農地を売買するものであります。
受理番号１３番、寺内字門前ほか１地区、畑４筆、田２筆、計６筆、計２，５５９平方
メートルについてでございますが、渡人は相続した農地を耕作できないため、農地を売買
するものであります。
受理番号１４番、鳩崎字野原、田２筆、計１，３９８平方メートルについてでございま
すが、渡人は親戚へ売買するものであります。
１２ページをお開き願います。
受理番号１５番、太田字中郷、田１筆、１８１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を縮小するため、農地を売買するものであります。
受理番号１６番、阿波崎字阿波崎ほか３地区、田１０筆、畑４筆、計１４筆、計１７，
０５１平方メートルについてでございますが、渡人は農業後継者へ贈与するものでありま
す。
受理番号１７番、阿波字阿波、田１筆、１６６平方メートルについてでございますが、
渡人は相続財産管理人で、相続財産を処分するために売買するものであります。
１３ページをお開き願います。
受理番号１８番、西代字東田、田１筆、９９５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向上させるため交換するものであります。
受理番号１９番、西代字南田、田１筆、９５８平方メートルについてでございますが、
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渡人は耕作の利便性を向上させるため交換するものであります。
受理番号２０番、曲渕字中割、田２筆、４，９９０平方メートルについてでございます
が、渡人は隣接地の所有者へ譲渡するものであります。
受理番号２１番、幸田字立波、田１筆、１，６９５平方メートルについてでございます
が、渡人は隣接地の所有者へ譲渡するものであります。
以上２１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２１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。なお、受理番号１番から４番につきましては農林振興公社の案件ですから
調査報告を省略いたします。受理番号５番から受理番号１１番について関口委員より報告
をお願いいたします。
○２番 （関口邦子雄君）２番関口です。受理番号５番から７番についてご報告いたします。
さる３月２０日、保科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５台，田植機１台，コンバイン２台、乾燥機４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２４４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。続きまして、２番関口です。
受理番号８番について報告いたします。３月１９日、保科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，コンバイン１台、乾
燥機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５４１
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。続き
まして、２番関口です。
受理番号９番について報告いたします。３月１９日、保科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農業者であ
ります。農機具の所有状況は，トラクター２台，田植機１台，コンバイン１台、乾燥機４
台を所有しております。農作業従事日数は３００日であります。経営面積は１，０５６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。続きま
して、２番関口です。
受理番号１０番について報告いたします。３月１９日、保科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
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１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１４３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。続きまして、２
番関口です。
受理番号１１番について報告いたします。３月２３日、保科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台を所有しております。農作業従事日数は１５０日であります。経営面積は１１４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１２番について，遠藤委員より報告をお願いいたしま
す。
○２９番 （遠藤一行君） ２９番遠藤です。受理番号１２番について報告いたします。３月１
９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。農作業従事日数は２００日であります。
経営面積は約３５７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） ただいま川島委員が出席いたしました。よろしくお願いします。
○議長 （加納 昭君） 次に続きまして受理番号１３番について，村山委員より報告お願いい
たします。
○４番 （村山文雄君） ４番村山です。受理番号１３番について調査報告いたします。３月２
０日に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、ブルーベリー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１台，コンバイン１台，耕運機１台を所有しております。農作業従事日数は１８
０日であります。経営面積は２０４アールであります。申請地は現在休耕地になっており
ますが受人から耕作の復元計画書が提出されています。そ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１４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１４番について報告いたします。さる３
月２３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
インそれぞれ１台を所有しております。書いてありませんが軽トラック１台を所有してい
ます。農作業従事日数は１２０日であります。経営面積は１４７アールであります。調査
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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１５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１５番について報告いたします。３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，
コンバイン１台、乾燥機１台を所有しております。農作業従事日数は１５０日であります。
経営面積は３０７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） 次に受理番号１６番について，川島委員より報告をお願いいたします。
○２７番 （永長秀敏君） ２７番永長です。受理番号１６番について報告いたします。３月２
０日、蛯原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、野菜など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１台、田植機１台，コンバイン１台、耕運機１台を所有しております。農作業従事日数
は６０日であります。経営面積は２１．２９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１７番について，秋本委員より報告をお願いいたします。
○１３番 （秋本精一君） １３番秋本です。受理番号１７番について報告いたします。３月２
１日、井戸賀吉男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、ネギなど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１台、田植機１台，乾燥機１台を所有しており、コンバインは借り入れとなって
います。農作業従事日数は３００日であります。経営面積は１３６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１８番から１９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１８番について報告いたします。３月２
０日、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，
コンバイン各１台、あと調整はカントリーエレベーターを使っております。農作業従事日
数は１５０日、経営面積は４１６アール。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。つづきまして１９番を報告いたします。３月２０日、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、乾燥機を所有しており
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ます。農作業従事日数は１５０日、経営面積は１９６アール。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２０番について，私加納より報告いたします。
○２２番 （加納 昭君） ２２番加納です。受理番号２０番について報告いたします。３月２
１日、坂本富男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。
受人は主に水稲と自家消費野菜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１台、田植機１台，コンバイン各１台、乾燥機１台を所有しております。農作業
従事日数は２５０日、経営面積は９５．４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をお願します。
○議長 （加納 昭君） 次に受理番号２１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２１番について報告いたします。３月２
０日、沖野谷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、乾燥機をそれぞれ１台を所有しております。農作業従事日数は１３０日
であります。経営面積は２０１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。
○議長 （加納 昭君） つづきまして議案第１号、受理番号２２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小貫和子委員が該当しますので、９番小貫和子
委員の退席を求めます。
〔小貫和子委員退室〕
○議長 （加納 昭君） それでは事務局の説明をお願いたします。
井戸賀係長
○農業委員会事務局長 （井戸賀輝行君）１４ページをお開き願います。
受理番号２２番、浮島字大田辺、畑４筆、雑種地、現況畑１筆、計５筆、計２，２８９
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平方メートルについてでございますが、渡人は耕作者へ売買するものであります。
調査の結果について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、受理番号２２番の説明を終ります。
○議長 （加納 昭君） ただいま、事務局の説明でしたが調査員の調査報告をお願いしいます。
受理番号２２番について、宮本 昇委員より報告をお願いします。
○１番（宮本 昇君） １番宮本です。受理番号２２番について報告いたします。３月２２日、
高須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、レンコン等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１
２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
２５０日であります。経営面積は５９０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。
○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」
受理番号２２番を採決いたします。
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。
○議長 （加納 昭君） 審査が終了いたしましたので９番小貫和子委員の入室を許可いたし
ます。
〔小貫和子委員入室〕
――――――――――――――――――――――――――――――
日程 ６ 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）１５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
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います。
受理番号１番、押砂字前通、畑１筆、田１筆、計２筆、計１，０１１平方メートルにつ
いてでございますが、申請人は太陽光発電事業施設に転用するものであります。太陽光発
電事業施設は平成２６年２月１３日に発電出力３３キロワットで経済産業省の認定を受け、
最大出力２５０ワットの太陽光モジュール１６２枚を架台で設置し、５．５キロワット出
力のパワーコンディショナー６台を設置することで、最大出力３３キロワットとなってお
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、土地改良区域除外
済であります。農地区分は第一種農地と考えられ、別紙審査表のとおり、
「茨城県農地法関
係の事務処理要項」の農地転用許可基準に該当しないものと考えられます。
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） 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２０日、加納委員と
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ます。申請内容については
申請書のとおりで，農地転用許可基準を満たしておらず，不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。
○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。
○議長 （加納 昭君） ここで休憩いたします。
〔暫時休憩〕
○議長 （加納 昭君）再開いたします。
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） 賛成少数であります。
よって本案は，不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 ７ 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
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○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。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）１６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、浮島字大田部、畑１０筆、計２，９６４平方メートルについてでござい
ますが、申請者は販売業を営む法人で、コンビニエンスストアを建築するものであります。
コンビニエンスストアは鉄骨造平屋建て、建築面積１９９．５３平方メートル、及び２８．
０６平方メートルの２棟、上水は公共水道、下水は公共下水道、雨水排水は敷地外の水路
へ放流する計画です。申請地は、非線引き区域、農振農用地区域外であり、土地改良区域
除外済であります。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。
１７ページをお開き願います。
受理番号２番、江戸崎字新山、畑１筆、３９５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１１３．
４４平方メートル、上水は井戸、下水は公共下水道、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３番、上根本字羽黒下、田２筆、計３１３平方メートルについてでございます
が、受人は農家住宅敷地として利用するものであります。農家住宅敷地は、既存の宅地も
含め９３５．７４平方メートル、うち農地は３１３平方メートルとなっております。自己
住宅は木造二階建て、延床面積１８３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、農振農用地区域除外済で
あり、土地改良区域除外申請中であります。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。
○議長 （加納 昭君） 受理番号１番について小貫委員より報告をお願いいたします。
○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２０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
違いはなく店舗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。
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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、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２０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。以上です。
○議長 （加納 昭君） 次に、受理番号３番について、吉岡委員より報告をお願いいたします。
○７番 （吉岡一仁君） ７番吉岡です。受理番号３番について、さる２０日、山口委員と事務
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
違いはなく農家住宅用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。
○１０番 （千勝 忠君） １０番千勝です。受理番号２番、３番ですが、自己用住宅と農家住
宅ではどのように違うのですか。
○議長 （加納 昭君） はい，事務局。
○農業委員会事務局係長 （井戸賀輝行昭君） はい，事務局から回答いたします。まず基本
的に面積要件で自己住宅は５００平方メートル上限で、農家住宅になると作業スペースが
必要になるため１，０００平方メートルまでとなります。それからこちらは、市街化調整
区域になりますので開発の許可が必要になります。開発の許可も同じように自己住宅５０
０平方メートル、農家住宅１，０００平方メートル上限の縛りがあります。その面積要件
の違いです。以上です。よろしくお願いします。
○議長 （加納 昭君） はい、その他質疑ありませんか。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。

15

――――――――――――――――――――――――――――――
日程 ８ 議案第４号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請に対する
進達意見決定について
○議長 （加納 昭君） 続きまして，議案第４号「農地法第５条の規定による許可後の事業計
画変更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）１８ページをお開き願います。
議案第４号「農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更に対する進達意見決定に
ついて」でございます。ここで議案書の訂正をお願いします。調査委員の山崎健一委員を
清原寿委員に訂正をお願いします。
受理番号１番、犬塚字荒野原、畑２筆、２５，０８１平方メートルの内１，９１４．９
３平方メートルについてでございますが、展示場整備の為の進入路として一時転用の許可
を受け利用されております。展示場整備が予定期間内に完了しないことが見込まれる為、
一時転用の期間を延長するものであります。完了しない理由につきましては、搬入残土の
種類が茨城県の廃棄物対策課により制限され、良質残土のみで展示場の埋立て工事を行う
為、今後５年以上かかると思われます。なお、進入路の一時転用は廃棄物対策課の許可期
限に合わせての申請となりますので原則１年毎の更新となります。申請地は、市街化調整
区域で農振農用地 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し問題はないものと考えられます。
なお、茨城県の埋立条例及び土地開発指導要綱の期間延長も既に提出されております。以
上で議案第４号受理番号１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、調査員の調査報告をお願い
たします。受理番号１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１番について、さる２０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
で間違いはなく一時転用の事業期間を延長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。
○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４号「農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請に対する
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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） 賛成少数と認めます。
よって本案は，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５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５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）１９ページをお開き願います。
議案第５号「現況証明願いに対する証明書の交付について」
、非農地証明書の交付１件で
ございます。
受理番号１番、阿波崎字原山、畑１筆、１３４平方メートルについての登記地目変更の
為の非農地証明証の交付でございます。申請地は、２０年以上前よりゴルフ場の敷地とし
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。
以上で、議案第５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。
○議長 （加納 昭君） 受理番号１番について，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１番について，さる２０日，蛯原委員と
飯塚委員と、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。調査の結果は
事務局の説明どおりで間違いなく２０年以上前からゴルフ場の進入路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わ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。
〔
（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５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，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。
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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。
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。２０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、１６件、５４筆、１５２，７４０平方メートル、再設定が２１件、６８
筆、１３９，２６４平方メートル、合計３７件、１２２筆、２９２，００４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、釜井字前田、田１筆、５０５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、設定を受ける者は、経営面積４，
０７７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、鳩崎字余郷入、田２筆、７，４００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、１．５俵、
受理番号３番、鳩崎字余郷入、田、１筆、５，９９３平方メートル、
受理番号４番、鳩崎字余郷入、田、１筆、６，００８平方メートル、利用目的が、稲、
期間が１０年、小作料は１０アール当たり、１俵、いずれの３件の設定を受ける者は、経
営面積２８０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５番、八筋川字八郎田、田２筆、田、１０，１７７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１０アール当たり、２俵、設定を受ける者は、経
営面積１，０５６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６番、三島字中蒲、田２筆、２，１２１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１０アール当たり、１８，０００円、設定を受ける者は、
経営面積１，１６２アールの水稲を作付けする農家で、農作業従事日数、２７０日の農業
者です。
２１ページをお願いします。
受理番号７番、上之島字上ノ島ほか２地区、田９筆、２０，４３１平方メートル、新規
設定で、利用目的が、稲、期間が３年、小作料は１０アール当たり、１．５俵、設定を受
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ける者は、経営面積２，０１７アールの水稲を作付けする農業生産法人です。
受理番号８番、柴崎字寺地下ほか６地区、田１３筆、３３，１３０平方メートル、新規
設定で、利用目的が、稲、期間が９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１，７０７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、市崎字丑新田、田１筆、原野で現況、田３筆、計４筆、１２，０９０平
方メートル、新規設定で、利用目的が、牧草、期間が３年、小作料は１０アール当たり、
３０，０００円、設定を受ける者は、経営面積６２６アールの水稲を作付けする農業生産
法人です。
受理番号１０番、本新、田３筆、畑１筆、計４筆、１９，７００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１，５７４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１１番、太田字堀込、田１筆、２，４８８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表、設定を受ける者は、経営面
積３２５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１２番、八筋川字卜杭、田３筆、５，７５４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７６６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１３番、鳩崎字薪田、田１筆、４，９７１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１３０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１４番、八千石字八千石、田２筆、２，１１８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１，７８４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１５番、下根本字天神下ほか１地区、田５筆、１１，７５９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１８３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
農業者です。
２３ページをお願いします。
受理番号１６番、上須田字上須田、田３筆、８，０９５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１，５０９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１７番から３７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。
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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６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。
飯島補佐
○農業委員会事務局補佐 （飯島伸生君）２８ページをお開きください。
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、６件、１４筆、２７，１６１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番から６番については、再設定ですので詳細につきましては議案のとおりで
す。
以上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。
〔
（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，
「稲敷市農用地利用集積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，原案のとおり決定いたしました。
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――――――――――――――――――――――――――――――
○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３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１７分閉会
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