平成２７年稲敷市農業委員会第２回総会
〔２月２０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４条第１項第７号の規定による市街化区域内の農地転用届出について
日程 ５ 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
日程 ６ 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 ７ 稲敷市農業委員会委員選挙任名簿登載申請書審査結果について
日程 ８ 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 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 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１１ 現況証明願に対する証明書の交付について
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（利用権設定）
日程１３ 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）
日程１４ 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」の交付について
――――――――――――――――――――――――――――――
本日の会議に付した事件
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 報告第６号
日程 ８ 議案第１号
日程 ９ 議案第２号
日程１０ 議案第３号
日程１１ 議案第４号
日程１２ 議案第５号
日程１３ 議案第６号
日程１４ 議案第７号
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――――――――――――――――――――――――――――――
出席委員
１番

宮 本

昇

君

１８番

山

口 幸 一 君

２番

関 口 邦 子

君

１９番

宮

本 善 助 君

３番

蛯 原

一

君

２０番

保

科

進 君

４番

村 山 文 雄

君

２１番

清

原

寿 君

５番

篠 崎 惣 壽

君

２２番

加

納

昭 君

６番

松 本 文 雄

君

２３番

飯

塚 恒 雄 君

７番

吉 岡 一 仁

君

２５番

濱

田 昭 一 君

８番

川

昇 君

２６番

沖野谷

９番

小 貫 和 子

君

２７番

永

１０番

千 勝

忠

君

２８番

澤 邉 雅

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

１３番

秋 本 精 一

君

３１番

山

下 恭 一 君

１４番

篠 崎 文 夫

君

３２番

高

須 一 郎 君

１５番

坂 本 一 雄

君

１６番

古 澤 真 和

君

島

秀 雄 君

長 秀 敏 君
之 君

――――――――――――――――――――――――――――――
欠席委員
１７番

井戸賀

吉 男

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

油 原 雅

人

農業委員会事務局主査

宮 本

昭

――――――――――――――――――――――――――――――
○会長 （加納 昭君） 諸般の報告
１月２７日（火）

農業委員会県南連絡協議会農業委員全体研修会
於

土浦市民会
出席者

稲敷市農業委員
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稔 君

２月４日（水）

第２回稲敷市国民健康保険運営協議会
於 稲敷市役所桜川庁舎
出席者

２月１３日（金）

加納 昭会長

稲敷郡内全農業委員研修
於 阿見町本郷ふれあいセンター
出席者

２月１４日（土）

稲敷市農業委員

稲敷市産地米づくり生産者大会
於 稲敷市役所東庁舎
出席者

秋本精一会長職務代理者

――――――――――――――――――――――――――――――
午後３時開会
○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２７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３０名です。欠席委員は，１７番，井戸賀吉男委員，２４番，飯田

稔

委員の２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，１４
番，篠崎文夫委員，１５番，坂本一雄委員の両名を指名いたします。
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――――――――――――――――――――――――――――――
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） 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番から受理番号４番までを一括して報告いたします。本４件につきましては，
茨城県農林振興公社が行う農地中間管理事業特例促進事業により所有権の移転を行うもの
でございます。内容の詳細については，それぞれ議案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 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。受理番号１番から受理番号１３番までを一括してご報告いたします。ページ
は２ページから８ページにかけてになります。
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を取得した
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，農業委員会によ
る，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います。
○議長 （加納 昭君） これは，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 ４ 報告第３号 農地法第４条第１号第７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４条第１号第７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）議案書の９ページをお開き願います。
報告第３号,「農地法第４条第１号第７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，佐倉字佐倉原，畑１筆，９９９平方メートルでございますが，申請地に
集合住宅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 ５ 報告第４号 農地法第５条第１号第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４号,「農地法第５条第１号第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）議案書の１０ページをお開き願います。
報告第４号,「農地法第５条第１号第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，１，５８３平方メートルでございますが，事業
者が賃貸借権設定により申請地に太陽光発電施設を建築するものです。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 農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借の合意解約通
知について
○議長 （加納 昭君） 続きまして，報告第５号,「農地法第１８条第６項の規定による農地
の賃貸借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）議案書の１１ページをお開き願います。
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報告第５号,「農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借の合意解約通知について」
でございます。
受理番号１番，浮島字西ノスほか６地区，田１７筆，畑２筆，雑種地２筆，計２１筆，
１８，８５２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。
受理番号２番，手賀組新田字秋塚，田５筆，８，６７１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。
受理番号３番，手賀組新田字秋塚，田１筆，１，８６７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。
受理番号４番，羽賀字甲塚，田１筆，７３３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５番，羽賀字甲塚，田１筆，１，３７５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 ７ 報告第６号 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
○議長 （加納 昭君） 続きまして，報告第６号,「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」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）１３ページをお開き願います。
報告第６号,「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」でござい
ます。平成２７年１月３０日付け稲敷市選挙管理委員会長あて送付いたしました。名簿登
載人数ですが１３ページ以降に記載のとおりでございます。稲敷市全体では戸数が３５０
３戸，男性，３，４２４人，女性２，０５１人，計，５，４７５人，対前年比では，戸数
が１８５戸の減，男性，２１３人の減，女性１２５人の減となっております。
よろしくご承認をお願いしいます。
○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 ８ 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，
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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。
油原係長
○農業委員会事務局係長 （油原雅人君）１４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。競売による所有権移転１件，公売による所有権移転２件，売買による所有権移転７件，
贈与による所有権移転１件，合計１１件でございます。
受理番号１番，上馬渡字上馬渡，田１筆，９，８０１平方メートルについてでございま
すが，水戸地方裁判所龍ヶ崎支部が行った不動産競売において最高価申込者となったもの
であります。受人には１２月総会で買受適格証明書を交付しておりますので，農地法第３
条の許可要件は満たしております。
受理番号２番，沼田字太夫ヤ敷，畑１筆，４１０平方メートルについてでございますが，
関東信越国税局が行った不動産公売において最高価申込者となったものであります。受人
には１２月総会で買受適格証明書を交付しておりますので，農地法第３条の許可要件は満
たしております。
受理番号３番，沼田字太夫ヤ敷，畑１筆，３６３平方メートルについてでございますが，
関東信越国税局が行った不動産公売において最高価申込者となったものであります。受人
には１２月総会で買受適格証明書を交付しておりますので，農地法第３条の許可要件は満
たしております。
受理番号４番，戌渡字南，田１筆，畑１筆，１４，５０２平方メートルについてでござ
いますが，農地中間管理機構が行う特例事業により受人が経営規模拡大のため買受けるも
のでございます。受人の経営状況については別紙審査表のとおりでございます。
受理番号５番，柴崎字砂子ほか２地区，田３筆，１５，０３６平方メートルについてで
ございますが，農地中間管理機構が行う特例事業により受人が経営規模拡大のため買受け
るものでございます。受人の経営状況については別紙審査表のとおりでございます。
１５ページをお開き願います。
受理番号６番，釜井字前田，田２筆，６，１０１平方メートルについてでございますが，
農地中間管理機構が行う特例事業により受人が経営規模拡大のため買受けるものでござい
ます。受人の経営状況については別紙審査表のとおりでございます。
受理番号７番，手賀組新田字大重，田１筆，７，０４７平方メートルについてでござい
ますが，農地中間管理機構が行う特例事業により受人が経営規模拡大のため買受けるもの
でございます。受人の経営状況については別紙審査表のとおりでございます。
受理番号８番，手賀組新田字大重，田１筆，８，１９１平方メートルについてでござい
ますが，農地中間管理機構が行う特例事業により受人が経営規模拡大のため買受けるもの
でございます。受人の経営状況については別紙審査表のとおりでございます。
受理番号９番，浮島字上大須，田４筆，３，９６４平方メートルについてでございます
が，受人が経営規模拡大のため買受けるものでございます。
受理番号１０番，中山字中山ほか１地区，田２筆，１，７５６平方メートルについてで
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ございますが，受人が耕作利便のため買受けるものでございます。
１６ページをお開き願います。
受理番号１１番，阿波崎字八幡下，畑１筆，５３６平方メートルについてでございます
が，受人が耕作利便のため譲り受けるものでございます。
以上１１件の調査の結果は，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いたしました。以上で，議案第１号の説明をおわります。
○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
いいたします。なお受理番号１番から３番については買受適格証明書を交付時に審査済み
ですので調査報告を省略いたします。また受理番号４番から受理番号８番については，茨
城県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９番につい
て，宮本 昇委員より報告をお願いいたします。
○１番 （宮本 昇君） １番，宮本です。受理番号９番について報告いたします。２月１８日
に小貫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，本人８０
日，世帯合計で１７０日であります。経営面積，２６０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，願いいたします。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号１０番について，遠藤委員より報告願います。
○２９番 （遠藤一行君） ２９番，遠藤です。受理番号１０番について報告いたします。２月
１８日に山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。農機具は所有状況ですが，トラクター
１台，田植機１台，コンバイン１台，乾燥機を借り入れて耕作をしております。農作業従
事日数は１５０日であります。今回取得する農地を含めて５８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。よろしくご審議を願います。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号１１番について，永長委員より報告をお願いした
します。
○２７番 （永長秀敏君） ２７番，永長です。受理番号１１番について報告いたします。２月
１９日に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しました。受人
は主に水稲，トマト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，乾燥機１台を所有しております。農作業従事日
数は，２００日です。農業経営面積は４１０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。
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○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 ９ 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たします。
油原係長
○農業委員会事務局係長 （油原雅人君）１７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，沼田字中山尻，畑１筆，４，７４６平方メートルについてでございます
が，申請人が太陽光発電事業施設に転用するものでございます。申請地は市街化調整区域，
農振農用地区域外，土地改良区域外であり，農地区分は第２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，出里字先神，畑１筆，１１，０８７平方メートルについてでございます
が，申請人が倉庫用地に転用するものでございます。申請地は市街化調整区域，農振農用
地区域外，土地改良区域外であり，農地区分は第２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，桑山字俵田，田１筆，１，３６８平方メートルについてでございますが，
申請人が資材置場用地に転用するものでございます。申請地は市街化調整区域，農振農用
地区域外，土地改良区域外であり，農地区分は第１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５番，高田字天ノ宮，畑１筆，９２９平方メートルについてでございますが，
申請人が太陽光発電事業施設に転用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，土地改良区域外であり，農地区分は第２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。
１８ページをお開き願います。
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受理番号６番，佐倉字宮脇，畑１筆，７０７平方メートルについてでございますが，申請
人が太陽光発電事業施設に転用するものでございます。
申請地は市街化調整区域，農振農用地区域外，土地改良区域外であり，農地区分は第２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７番，浮島字西浜，畑１筆，４８２平方メートルについてでございますが，申請
人がすでに資材置場及び駐車場として利用していたものの追認申請をするものでございま
す。
申請地は非線引き区域，農振農用地区域外，土地改良区域外であり，農地区分は第２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号の説明をおわります。
○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，村山委員より報告をお願いいたします。
○４番 （村山文雄君） ４番，村山です。受理番号１番について，さる１８日，山崎委員と事
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，太陽光発電事業施設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ありませでした。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
ろしく慎重，審議をお願いいたします。以上です。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号２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２番について報告いたします。さる１８
日，山崎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，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。申請書類の確認もしましたが問題ありませでした。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。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号３番及び５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３番，５番について，さる１８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，それぞれ資材置場，太陽光発電事業施設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ありま
せでした。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。
○議長 （加納 昭君） はい，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い
たします。
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○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１８日，山下委員と
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，太陽光発電事業施設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ありませでした。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，お願いいたします。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号７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７番について，さる１８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，すでに資材置場及び駐車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。申請書類の確認もいたしましたが問題ありませでした。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，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。
――――――――――――――――――――――――――――――
日程１０ 議案第３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３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
いたします。
油原係長
○農業委員会事務局係長 （油原雅人君）１９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後の事業計画変更申請に対する進達意見決
定について」でございます。
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受理番号１番，犬塚字荒野原，畑２筆，１，９１４．９３平方メートルについてでござ
いますが，申請人が期間延長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，土地改良区域外であり，農地区分は第２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号の説明をおわります。
○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，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１番について，さる１８日，山下委員
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，一時的に進入路として利用するものを期間延長するものであり，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ありませで
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。よろしく慎重，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。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１１ 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。
宮本主査
○農業委員会事務局主査 （宮本 昭君）
２０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」非農地証明書の交付１件で
ございます。
受理番号１番，下根本字西の台，畑１筆，３２８平方メートルについて，登記地目変更
の為の非農地証明書の交付でございます。申請地は，２０年以上前より宅地敷地として利
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用されております。撮影年月日，平成６年１１月４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，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１番について，さる１８日，山口委員と遠
藤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
説明のとおりで間違いはなく２０年以上前から宅地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。よろしく審議をお願いします。
○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。
〔
（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，申請のとおり，証明書を交付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，申請のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
――――――――――――――――――――――――――――――
日程１２ 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）」を議案といたします。事務局の説明をお願いいたします。
飯島補佐
○農業委員会事務局長補佐 （飯島伸生君）よろしく

お願いします。２１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，２４件，７３筆，１６２，２３２平方メートル，再設定が，９件， ２
４筆，４８，２５６平方メートル，合計２１０，４８８平方メートルについての利用権の
設定です。新規設定について，ご説明いたします。
受理番号１番，釜井字後田，田１筆，３７０平方メートル，
受理番号２番，釜井字後田，田１筆，１９４平方メートル，いずれの２件は，新規設定
で，利用目的が水稲，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，
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経営面積３，７８７アールの水稲を作付けする農業生産法人です。
受理番号３番，八筋川字八郎田，田３筆，９，３２３平方メートル，新規設定で，利用
目的が水稲，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１，２７３アールの水稲を作付けする農家で農作業従事日数２８０日の認定農業者です。
受理番号４番，上須田字上須田ほか１地区，田１０筆，２４，１３７平方メートル，
受理番号５番，結佐字下結佐ほか２地区，田６筆，７，７８６平方メートル，
２２ページをお願いします。
受理番号６番，結佐字下結佐ほか１地区，田３筆，１０，７４０平方メートル，
いずれの３件は，新規設定で，利用目的が水稲，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８９５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，八千石字八千石，田６筆，１０，６２３平方メートル，新規設定で，利
用目的が水稲，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２３４アールの水稲を作付けする農家で農作業従事日数１２０日の農業者です。
受理番号８番，江戸崎字外浦，田１筆，３，４３５平方メートル，申し訳ありません。
再設定とありますが新規設定の誤りです。訂正をお願いします。利用目的が水稲，期間が 1
年，小作料は１０アール当たり，１俵，設定を受ける者は，経営面積３７３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９番，堀川字草切ほか２地区，田７筆，１３，３９７平方メートル，
受理番号１０番，太田字京塚ほか１地区，田２筆，４，６６５平方メートル，
受理番号１１番，太田字京塚ほか１地区，田２筆，４，６５８平方メートル，
受理番号１２番，太田字京塚ほか４地区，田５筆，１３，５６７平方メートル，
受理番号１３番，太田字大辺田，田１筆，１，４７１平方メートル，
受理番号１４番，太田字上笹前，田１筆，２，０２４平方メートル，いずれの６件は新
規設定で，利用目的が水稲，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３５０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１５番，佐原下手字下手，田１筆，３，７０５平方メートル，
受理番号１６番，西代字南田ほか１地区，田４筆，１１，０５２平方メートル，いずれ
の２件は，新規設定で，利用目的が水稲，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７０３アールの水稲を作付けする農家で農作業従事日数２０
０日の認定農業者です。
２４ページをお開きください。
受理番号１７番，柴崎字寺地下ほか３地区，田７筆，畑１筆，２０，３４６平方メート
ル，
受理番号１８番，柴崎字丹通，田１筆，１，２９２平方メートル，いずれの２件は，新
規設定で，利用目的が水稲，期間が１０年，小作料は１０アール当たり，２俵，設定を受
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ける者は，経営面積５９８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１９番，江戸崎字外浦，田１筆，２，２８１平方メートル，新規設定で，利用
目的が水稲，期間が４年，小作料は１０アール当たり，１．５俵，
受理番号２０番，江戸崎字外浦，田１筆，１，０２０平方メートル，新規設定で，利用
目的が水稲，期間が４年，小作料は１０アール当たり，０．５俵，いずれの２件の設定を
受ける者は，経営面積４０５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２１番，鳩崎字新田，田２筆，６，１５８平方メートル，新規設定で，利用目
的が水稲，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
１７９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２２番，鳩崎字新田，田１筆，２，５８２平方メートル，新規設定で，利用目
的が水稲，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
６９０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２３番，小野字小野，田４筆，４，６５３平方メートル
受理番号２４番，小野字小野，田１筆，２，８５３平方メートル，いずれの２件は，新
規設定で，利用目的が水稲，期間が８年，小作料は１０アール当たり，１俵，設定を受け
る者は，経営面積３５７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。
受理番号２５番から３３番の再設定については，議案書のとおりです。
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。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，
「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１３ 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
（利用権転貸）
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○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（利用権転貸）」を議案といたします。事務局の説明をお願いいたします。
飯島補佐
○農業委員会事務局長補佐 （飯島伸生君）２７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（利用権転貸）」
で今回は，再設定が１件，５筆，１２，２２０平方メートル，稲敷市農業公社を介しての
利用権転貸です。
受理番号１番は，再設定ですので，詳細については，議案書のとおりです。
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，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） 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。
――――――――――――――――――――――――――――――
日程１４ 議案第７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」の交付について
○議長 （加納 昭君） 続きまして，議案第７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」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。
宮本主査
○農業委員会事務局主査 （宮本 昭）２８ページをお開き願います。
議案第７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２６年１
２月３１日，現在の贈与税の納税猶予制度の適用者は２９名で，今回継続届を提出する適
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用者は１０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，関口委員より報告をお願いいたします。
○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２月１６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ご報告いたします。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号２番について，澤邉委員より報告をお願いしたし
ます。
○２８番 （澤邉雅之君） ２８番澤邉です。受理番号２番について，さる２月１５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ご報告いたします。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号３番について，村山委員より報告をお願いしたし
ます。
○４番 （村山文雄君） ４番村山です。受理番号３番について，さる２月１５日，清原委員と
現地調査をし，聞き取り調査をしました。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，よろしきお願いします。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号４番について，篠崎惣寿委員より報告をお願いし
たします。
○５番 （篠崎惣寿君） ５番篠崎です。受理番号４番について，さる２月１４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ご報告いたします。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号５番について，沖野谷委員より報告をお願いした
します。
○２６番 （沖野谷秀雄君） ２６番沖野谷です。受理番号５番について，さる１６日，飯塚委
員と調査をし，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ご報告いたします。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号６番について，沖野谷委員より報告をお願いした
します。
○８番 （川島 昇君） ８番川島です。受理番号６番について，さる１８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ご報告いたします。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号７番について，川島委員より報告をお願いしたし
ます。
○２３番 （飯塚恒雄君） ２３番飯塚です。受理番号７番について，さる１６日，沖野谷委員
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と調査をし，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ご報告いたします。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号８番から９番について，千勝委員より報告をお願
いしたします。
○８番 （千勝 忠君） ８番千勝です。受理番号８番，９番について，さる１６日，篠崎委員
と調査をし，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ご報告いたします。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号１０番について，山崎委員より報告をお願いした
します。
○１１番 （山崎健一君） １１番山崎です。受理番号１０番について，さる２月１６日，清原
委員と聞き取り調査及び現地調査を行いました。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） 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） 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７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」の交付について」を採決いたします。
本案は，申請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，申請のとおり決定いたしました。
――――――――――――――――――――――――――――――
○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２７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時閉会
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