平成２７年稲敷市農業委員会第１１回総会
〔１１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 ９ 現況証明願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（中間管理事業）
日程１２ 稲敷市農用地利用配分計画（案）に対する意見決定について（中間管理事業）
――――――――――――――――――――――――――――――
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 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

古 澤 真 和

君

１７番

坂

本 富 男 君

２番

遠 藤 一 行

君

１８番

濱

田 昭 一 君

３番

高 須 一 郎

君

１９番

横

田 悌 次 君
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４番

加 納

昭

君

２０番

宮

本 善 助 君

５番

根 本

脩

君

２１番

飯

塚 恒 雄 君

６番

小

貫 和 子 君

２２番

篠 崎

７番

吉 岡 一 仁

君

２３番

澤

８番

山

本 陽 子 君

２４番

野 口

９番

松 田

守

君

２５番

篠

崎 文 夫 君

１０番

村 山

文 雄

君

１１番

関 口 邦 子

君

２７番

飯

沼 喜見古 君

１２番

山 口 幸 一

君

２８番

墳

本 典 勇 君

１３番

森 田

康

君

２９番

松

本 文 雄 君

１４番

木 内 昌 秀

君

３０番

足

立 久美子 君

１５番

坂 本 雅 美

君

３１番

黒

田

仁 君

１６番

宮 本

君

３２番

川

島

昇 君

昇

邉 雅 之 君

――――――――――――――――――――――――――――――
欠席委員
２６番

山 下

恭 一

君

――――――――――――――――――――――――――――――
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
１１月１２日（木）

第 2 回稲敷市国民健康保険運営協議会
於

１１月１６日（月）

稲敷市

桜川庁舎

出席者

加納 昭会長

茨城県農業会議第４２３回常任会議員会議
於

水戸市

茨城県市町村会館

出席者

加納 昭会長，森川春樹局長
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惣 壽 君
克 行 君

１１月１９日（木）
２０日（金）

農業委員会県南連絡協議会会長・局長合同視察研修会
於

山形県天童市
出席者

加納 昭会長，森川春樹局長

――――――――――――――――――――――――――――――
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１１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条の規定によりまして，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をいたします。
○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，３１名です。欠席委員は２６番，山下恭一の１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，２０
番，宮本善助委員，２１番，飯塚恒雄委員の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。事務局より報告をお願いします。
森川事務局長
○農業委員会事務局長 （森川春樹君）１ページをお開き願います。
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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，橋向字橋向，田１筆，４５６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中間管理機構特例事業により所有権移転を行うものです。よろしくご
承認をお願いしいます。
受理番号２番，三次字三次ほか１地区，田４筆，畑１筆，計９，２９９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中間管理機構特例事業により所有権
移転を行うものです。よろしくご承認をお願いしいます。
受理番号３番，橋向字橋向ほか１地区，田８筆，１３，５１０平方メートルでございま
すが，これも同じく茨城県農林振興公社が行う農地中間管理機構特例事業により所有権移
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。
――――――――――――――――――――――――――――――
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。事務局より報告をお願います。
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番より６番までを一括してご報告いたします。２ページから４ページになり
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，いずれも自作地又は委託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，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。
――――――――――――――――――――――――――――――
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
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○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。事務局より報告をお願います。
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番から受理番号１０番までを一括して報告いたします。５ペー
ジから７ページになります。
今回解約通知のあった９件については，いずれも双方の都合により合意解約をするもの
でございます。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，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。事務局より報告をお願います。
森川事務局長
○農業委員会事務局長 （森川春樹君）８ページをお開き願います。
報告第４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，下太田字新宿，畑１筆，１７６．７６平方メートルでございますが，東
日本電信電話株式会社が屋外型光アクセス装置設置の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号に基づくものでございます。よろしくご承認をお願いし
ます。
受理番号２番，福田字新地，田１筆，１９８平方メートルでございますが，申請人が農
業用格納庫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項第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します。
○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。
――――――――――――――――――――――――――――――
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します。
油原係長
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○農業委員会事務局係長 （油原雅人君）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。公売による所有権移転２件，売買による所有権移転３件，贈与による所有権移転３件，
合計８件でございます。
受理番号１番，時崎字時崎南部，田２筆，５，２９６平方メートルについてでございま
すが，稲敷市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１０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，太田字下中郷，田１筆，１，４４５平方メートルにてでございますが，
稲敷市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１０
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，四箇字四箇，田１筆，１，８１０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４番，佐倉字横ついち，畑２筆，３９１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。
受理番号５番，阿波崎字逆塩，田１筆，１，２２０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。
１０ページをお開き願います。
受理番号６番，阿波崎字孫八ほか１地区，田４筆，６，２１１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譲り受けるものでございます。
受理番号７番，橋向字堤外古利根耕地ほか３地区，田１７筆，畑２筆，２２，５０２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８番，本新，田１筆，３９６平方メートルについてでございますが，受人が耕
作地を譲り受けるものでございます。以上８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番及び２番は買受適格証明時に審査済みですので調査報
告は省略いたします。受理番号３番について，高須委員より報告をお願いいたします。
○３番 （高須一郎君） ３番，高須です。受理番号３番について報告いたします。１１月２０
日，坂本雅美委員と受人の調査し，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，田植機，コンバイン，乾燥機をそれぞれ各１台所有しております。農作業従事日数は，
２１０日であります。経営面積６５１アールであります。調査の結果受人は，農地の権利
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取得の要件を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） はい，次に受理番号４番について，宮本善助委員より報告をお願いい
たします。
○２０番 （宮本善助君） ２０番，宮本です。受理番号４番について報告いたします。１１月
２０日に澤邉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
ター及びコンバイン，刈り取り等頼んでやってもらっているのでリースです。農作業従事
日数は２０日であります。経営面積１５０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いたします。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号５番から６番について，根本委員より報告をお願
いいたします。
○５番 （根本 脩君） ５番，根本です。受理番号５番，６番につきまして報告をいたします。
１１月２０日，黒田委員と受人の調査し，申請内容に間違いがないことを確認いたしまし
た。まず，受理番号５番でありますが，受人は主に水稲を栽培している農業者であります。
農機具の所有状況につきましては，トラクター，耕運機等を所有しておりますが，農作業
従事日数につきまして本人が１００日そして妻が５０日で両方合わせまして１５０日であ
ります。また，経営面積１５９アールであります。
受理番号６番につきましては，主に水稲を栽培している農業者であります。農機具の所
有状況につきましては，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，２０日であります。また，経営面積３２０アールで
あります。５番，６番とも調査の結果受人は，農地の権利取得の要件を満たしており報告
書のとおり間違いはなく，許可相当と考えられます。
どうぞ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７番について，宮本善助委員より報告をお願いい
たします。
○１４番 （木内昌秀君） １４番，木内です。受理番号７番について報告いたします。１１月
２０日，森田委員と受人の調査し，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，乾燥機を各１台所有しております。農作業従事日数は，１８０日で
あります。経営面積２７３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８番について，関口委員より報告をお願いいたし
ます。
○１１番 （関口邦子君） １１番，関口です。受理番号８番について報告いたします。１１月
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２１日，加納委員と受人の調査し，申請内容に間違いがないことを確認いたしました。
受人は主に酪農を経営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１５２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 ７ 議案第２号 農地法第３条に係る買受適格証明願い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いに
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。
油原係長
○農業委員会事務局係長 （油原雅人君）１２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。関東信越国税局が行う公売物件に対する買受適格証明書の交付について１件で
ございます。
受理番号１番，沼田字太夫ヤ敷，畑１筆，１１７平方メートルについてでございますが，
申請人が農業経営規模拡大のため公売参加を希望するものでございます。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いたしま
した。以上で，議案第２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。受理番号１番について，村山委員より報告願いいたします。
○１０番 （村山文雄君） １お番，村山です。受理番号１番について報告いたします。さる２
０日，松田委員と受人の調査し，申請内容に間違いがないことを確認いたしました。受人
は主に畑作をしている・・・・ます。それから報告書に休耕地が書いてありますが復元計
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画書が提出されています。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１台，軽トラ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２７５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，証明書発行に問題ないと考えられます。
よろしく審議をお願いいたします。以上です。
○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２号，
「農地法第３条に係る買受適格証明願い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，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 ８ 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」を議題といたします。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）１３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，高田字大畑ほか２地区，田３筆，畑５筆，６，５３１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用地に転用するものでございます。申
請地は全体計画１２，９２１平方メートルのうち６，５３１平方メートルが農地で，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，幸田字権現久保，畑２筆，７１０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用地に転用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。
受理番号３番，幸田字船戸，田１筆，６３１平方メートルについてですが，申請人が車
庫及び駐車場用地に転用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
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域外，土地改良区域内除外済で，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４番，佐倉字見行沼ほか１地区

田１筆，畑２筆

１，４４６平方メートルに

ついてですが，申請人が店舗用地に転用するものでございます。申請地は全体計画２，１
１２．５６平方メートルのうち１，４４６平方メートルが農地で，市街化調整区域，農振
農用地区域外，土地改良区域外で，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。
１４ページをお開き願います。
受理番号５番，神宮寺字町山ほか１地区，畑２０筆，２７，１４７平方メートルについ
てですが，申請人が太陽光発電施設用地に転用するものでございます。申請地は全体計画
３０，６５１平方メートルのうち２７，１４７平方メートルが農地で，非線引き区域，農
振農用地区域外，土地改良区域外で，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。
１５ページをお開きください。
受理番号６番

柴崎字寄居下，畑１筆，４９８平方メートルについてですが，申請人が

自己住宅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，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。以上で，議案第３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，篠崎惣壽委員より報告をお願いいたします。
○２２番 （篠崎惣壽君） ２２番，篠崎です。受理番号１番について，さる２０日，飯沼委員
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
りで間違いなく，太陽光発電事業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。
○２１番 （飯塚恒雄君） ２１番，飯塚です。受理番号２番及び３番について報告いたします。
さる２０日，森田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
果ですが事務局の説明どおりで間違いなく，それぞれ太陽光発電事業施設用地，車庫及び
駐車場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４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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○２０番 （宮本善助君） ２０番，宮本です。受理番号４番について報告いたします。さる２
０日，澤邉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。調査の結果です
が事務局の説明どおりで間違いなく，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５番について，野口委員より報告をお願いいたし
ます。
○２４番 （野口克行君） ２４番，野口です。受理番号５番について報告いたします。さる２
０日，高須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。調査の結果です
が事務局の説明どおりで間違いなく，太陽光発電事業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６番について，濱田委員より報告をお願いいたし
ます。
○１８番 （濱田昭一君） １８番，濱田です。受理番号６番について報告いたします。さる２
０日，篠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。調査の結果です
が事務局の説明どおりで間違いなく，自己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。
○１０番 （村山文雄） １０番，村山です。受理番号１番戸５番について，この賃貸借は何年
間か，再生計画は，聞いた話なのですが，太陽光発電事業は施設的に２次災害など聞いて
おりますのでこれまで，再生計画はどのようになっているのか，雨が降った場合，
・・・２
次災害が起こるのかおこらないのか，どのようになっているのか，そのようなところを聞
きたい。
○農業委員会事務局係長 （油原雅人君）周辺農地の営農に支障をきたすか，きたさないかで
よろしいですか。
○１０番 （村山文雄） それではない。仮に異常事態が発生して，災害が起きた場合だれが責
任を持つのか
○農業委員会事務局係長 （油原雅人君）周辺農地の営農に支障をきたさないことが条件の
一つで，たとえば雨水の流出だとか，そのような対策はしてもらっています。でも，さい
きんあるゲリラ豪雨で超えてしまう災害が出た場合は事業者に責任を取ってもらう形にな
ると思いますが，そこまで農業委員会がタッチしていません。
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○１０番 （村山文雄） 仮に災害が起きた場合はどうするか・・・あとは開発の問題になるか
と・・・以上です。意見ですので。
○議長 （加納 昭君） その他，何かありますか。
〔
（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，
「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 ９ 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します。
宮本主査
○農業委員会事務局主査 （宮本 昭君） １６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２５件
でございます。
受理番号１番，駒塚字内山，畑１筆，２０７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。
受理番号２番，阿波崎字北須賀，畑１筆，１９４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
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。
受理番号３番，古渡字寺前，畑１筆，４９５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年以上前より境内地として利用され
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。
受理番号４番，古渡字寺前

ほか１地区，田１筆，畑２筆，３，４６３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
より境内地として利用されております。撮影年月日，平成６年１１月４日の空中写真証明
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書と始末書が提出されております。
受理番号５番，新橋字大沼，畑１筆，８４６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用さ
れております。撮影年月日，平成１年１０月９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，幸田字大塚，畑１筆，９９１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年以上前から山林化しております。
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。
つづきまして，受理番号７番から２５番までの１９件につきましては，同一内容の案件
でございますので一括で説明をさせていただきます。非農地証明書１９件について，それ
ぞれ土地所有者より申請のあったものです。佐倉字小角ほか３地区，田１筆，畑２４筆に
ついて，登記地目変更のための非農地証明書の交付でございます。申請地は，２０年以上
前から山林化しており農地への復元が困難で耕作を行うことができない状況です。撮影年
月日，平成６年１１月２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，飯沼委員より報告をお願いいたします。
○２７番 （飯沼喜見古君）２７番，飯沼です。受理番号１番について，さる２０日，篠崎委員
と松本委員と，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，
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します。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号２番について，根本委員より報告をお願いいたし
ます。
○５番 （根本 脩君）５番，根本です。受理番号２番につきまして，さる２０日，黒田委員と
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，
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わせて確認いたしました。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をいたしました。よろしく審議をお願いします。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号３番から４番について，野口委員より報告をお願
いいたします。
○２４番 （野口克行君）２４番，野口です。受理番号３番，４番について，さる２０日，高須
委員と坂本委員と，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，事務局の説明のとおりで間違いはなく２０年以上前から境内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いたしました。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。
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○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号５番について，森田委員より報告をお願いいたし
ます。
○１３番 （森田 康君）１３番，森田です。受理番号５番について，さる２０日，飯塚委員と
根本委員と，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，
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わせて確認いたしました。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，次に受理番号６番について，飯塚委員より報告をお願いいたし
ます。
○２１番 （飯塚恒雄君）２１番，飯塚です。受理番号６番について，さる２０日，森田委員と
根本委員と，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，
事務局の説明のとおりで間違いはなく２０年以上前から山林化しており，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。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，次に受理番号７番から２５番について，宮本善助委員より報告
をお願いいたします。
○２０番 （宮本善助君）２０番，宮本です。受理番号７番から２５番まで，これは同一場所な
ので一括して報告いたします。さる２０日に江戸崎地区委員と，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，事務局の説明のとおりで間違いはなく
２０年以上前から山林化しており，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。調査の結果は，周囲の状況からみて耕作することは困難であり，今後も耕作する見込
みもなく，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） 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） 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，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）
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○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
○農業委員会事務局長補佐（飯島伸生君）よろしく

お願いします。

１９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す。
今回は，新規設定が，１２件，６３筆，１０１，００１平方メートル，再設定が，２５
件，９３筆，２６１，９６５平方メートル，合計３７件，１５６筆，３６２，９６６平方
メートルについての利用権設定です。新規設定について，ご説明いたします。
受理番号１番，新橋字福田，田１筆，４，６８０平方メートル，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，設定を受ける者は，経営面積
７５０アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数２４０日の農業者です。
受理番号２番，柴崎字切上ほか１地区，田３筆，８，３５１平方メートル，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１，０３１アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数１９０日の認定農業
者です。
受理番号３番，柴崎字砂子ほか２地区，田３筆，６，６２１平方メートル，
受理番号４番，柴崎字切上ほか３地区，田９筆，６，４１０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，１．５
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日認定農業者です。
受理番号５番，佐原下手字下手，田１筆，３，９７２平方メートル，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，１．５俵，設定を受ける者は，
経営面積４００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６番，八千石字八千石，田５筆，１２，８００平方メートル，
受理番号７番，八千石字八千石，田１筆，３，０４７平方メートル，
受理番号８番，橋向字堤外古利根耕地ほか２地区，田１３筆，１４，９４５平方メート
ル，
受理番号９番，八千石字八千石，田９筆，１１，４３３平方メートル，
受理番号１０番，橋向字橋向ほか２地区，田１４筆，２１，６８２平方メートル，
いずれの５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，設定を受ける者は，経営面積４，９８４アールの水稲を作付けする農業生産法
人です。
受理番号１１番，鳩崎字余郷入，田２筆，６，０６０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
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積２６６アールの水稲を作付けする農業生産法人です。
受理番号１２番，稲波字中区，田２筆，９９１平方メートル，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，１俵，と０．５俵，設定を受ける者は，
経営面積４０４アールの水稲を作付けする農家で，農作業従事日数１５０日の認定農業者
です。
受理番号１３番から３７番までの再設定の詳細につきましては，議案書とおりです。
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） 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１１ 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
（中間管理事業）
○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（中間管理事業）」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
○農業委員会事務局長補佐（飯島伸生君）別冊になっています議案書の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（中間管理事業）」
です。
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，農地中間管理機
構として，農地中間管理事業を実施する，茨城県農林振興公社が，中間管理権を取得する
ものです。
今回は，８５件，２５４筆，６３３，８０６平方メートルについての利用権設定です。
受理番号１番から８５番の詳細につきましては，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。
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○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（中間管理
事業）」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１２ 議案第７号 稲敷市農用地利用配分計画（案）に対する意見決定について
（中間管理事業）
○議長 （加納 昭君） 続きまして，議案第７号，「稲敷市農用地利用配分計画（案）に対す
る意見決定について（中間管理事業）
」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
○農業委員会事務局長補佐（飯島伸生君）別冊になっています議案書の４２ページをお開
きください。
議案第７号，
「稲敷市農用地利用配分計画（案）に対する意見決定について（中間管理事
業）」です。
農地中間管理事業の推進に関する法律，第１９条第２項に基づき作成される稲敷市農用
地 利用配分計画の（案）に対し，同条第３項の規定により農業委員会が回答する意見につ
いて，ご審議をお願いするものです。
今回の配分計画（案）は，１０１件，２５４筆，６３３，８０６平方メートルについて
です。
借受人につきましては，同法１７条の規定により，茨城県農林振興公社が行った募集に
より応募され，公表されている者であり，同法１８条第４項の規定を満たしており，認定
農業者でもあり，特に問題がないと思われます。
受理番号１番から１０１番の配分計画（案）の詳細につきましては，議案書のとおりで
す。
よろしくご審議をお願いたします。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。質疑ありませんか。
〔
（なし）との声あり〕
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○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，
「稲敷市農用地利用配分計画（案）に対する意見決定について（中
間管理事業）
」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。
――――――――――――――――――――――――――――――
○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１１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３時５６分閉会
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