平成２８年稲敷市農業委員会第３回総会
〔４月１１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 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 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 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１３ 平成２８年度稲敷市標準農作業料金の承認について

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 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
日程１３ 議案第７号

1

――――――――――――――――――――――――――――――
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

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 惣 壽 君

２３番

澤

邉 雅 之 君

２４番

野 口

２５番

篠

崎 文 夫 君

８番

山

本 陽 子 君

克 行 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

――――――――――――――――――――――――――――――
欠席委員
７番

吉 岡

一 仁

君

９番

松 田

守

君

２６番

山 下

恭 一

君

――――――――――――――――――――――――――――――
出席説明委員
農業委員会事務局長

諸 岡 祐

一

農業委員会事務局長補佐

大久保 健

一

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
――――――――――――――――――――――――――――――
午後３時開会
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○農業委員会事務局長 （諸岡祐一君）

それでは，ただいまから，平成２８年４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，２９名です。欠席委員は，７番吉岡一仁君，９番松田守君，２６番
山下恭一委員、の３名であります。よって農業委員会等に関する法律第２７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，２８
番，墳本典勇委員，２９番，松本文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。
諸岡事務局長
○農業委員会事務局長 （諸岡祐一君） 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，押砂字下野，田１筆，１，７９８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中間管理事業特例事業により，所有権の移転を行うものです。
受理番号２番，福田字福田，田２筆，８，０１１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中間管理機構特例事業により，所有権の移転を行うものです。
受理番号３番，村田字中央西ほか１地区，田９筆，２４，７４１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中間管理機構特例事業により，所有権の移転
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を行うものです。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。
諸岡事務局長
○農業委員会事務局長 （諸岡祐一君） 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１４番までを一括して報告いたします。１ページか
ら１２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，いずれも自作または作業委託により耕作をしており、
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，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
○議長 （加納 昭君） 続きまして，報告第３号,「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」を議題といたします。事務局より報告を願います。
諸岡事務局長
○農業委員会事務局長 （諸岡祐一君） １３ページをお開き願います。
報告第３号，
「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」でございます
受理番号１番，柴崎字居鑓，田２筆，９６７平方メートルでございますが，申請地に延
べ床面積５２７平方メートルの倉庫１棟を建築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。
4

――――――――――――――――――――――――――――――
日程 ５ 報告第４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４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。
諸岡事務局長
○農業委員会事務局長 （諸岡祐一君）

１４ページをお開き願います。

報告第４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，江戸崎字金上台，畑１筆，３１６平方メートルでございますが，申請地
を駐車場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。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 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。
諸岡事務局長
○農業委員会事務局長 （諸岡祐一君）

１５ページをお開き願います。

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，中山字曽根，田２筆，５，７５０平方メートルでございますが，双方の
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 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します。
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油原係長
○農業委員会事務局係長 （油原雅人君）

１６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」売買による
所有権移転５件でございます。
受理番号１番，村田字中央西ほか１地区，田９筆，２４，７４１平方メートル，
受理番号２番，押砂字下野，田１筆，１，７９８平方メートル，
受理番号３番，福田字福田，田２筆，８，０１１平方メートル，についてでございます
が、それぞれ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４番，八筋川字八郎田，田１筆，２，２０５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。
１７ページをお開き願います。
受理番号５番，神宮寺字神宮寺ほか２地区，田２筆，畑１筆，２，３１９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。
以上５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
いいたします。なお受理番号１番から３番は，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。受理番号４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４番について説明をいたします。４月
７日に受人の調査をいたしました。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１，４１５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。
よろしくご審議のほどお願いいたします。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号５番について，坂本雅美委員より報告をお願いい
たします。
○１５番 （坂本雅美君） １５番，坂本です。受理番号５番について報告いたします。４月８
日に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
は主に水稲を栽培している農業者であります。農機具の所有状況は，共有でトラクター２
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１
５０日であります。経営面積１９０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） これで調査委員の調査報告を終了いたします。
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○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 ８ 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します。
油原係長
○農業委員会事務局係長 （油原雅人君）

１８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，下太田字池，田１筆，１，７０８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，阿波崎字前畑，畑１筆，３００平方メートルについてでございますが，
申請人が自己住宅用地に転用するものでございます。申請地は非線引区域，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，江戸崎字野々入，畑３筆，３，４９９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４番，佐倉字佐倉原，畑１筆，５１０平方メートルについてでございますが，
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５番，伊佐津字富士台，畑２筆，２，３０２平方メートルについてでございま
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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，土地改良区域内除外済であり，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。
１９ページをお開き願います。
受理番号６番，浮島字内妙岐，田１筆，２，４９５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。申請地は非線引区域，農振農用
地区域外，土地改良区域内除外済であり，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７番，上根本字原，畑１筆，３１０平方メートルについてでございますが，申
請人が駐車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８番，結佐字逆川，田１筆，３０９平方メートルについてでございますが，申
請人が駐車場用地に転用するものでございます。申請地は非線引区域，農振農用地区域外，
土地改良区域内除外済であり，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。以上で，議案第２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，川島委員より報告をお願いいたします。
○３２番 （川島昇君） ３２番，川島です。受理番号１番について，さる５日，古澤委員と事
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，資材置場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，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，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番について，さる５日，黒田委員と事務局
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。
○議長 （加納 昭君） はい，次に，受理番号３番について，横田委員より報告をお願いいた
します。
○１９番 （横田悌次君） １９番，横田です。受理番号３番について，さる５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
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で間違いはなく，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，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，さる５日，松田委員と
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。
○議長 （加納 昭君） はい，次に，受理番号５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５番について，さる５日，古澤委員と
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，資材置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，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，次に，受理番号６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６番について，さる５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，資材置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，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，次に，受理番号７番について，山口委員より報告をお願いいた
します。
○１２番 （山口幸一君） １２番，山口です。受理番号７番について，さる５日，吉岡委員と
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，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，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，次に，受理番号８番について，私、加納より報告をいたします。
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○４番 （加納 昭君） ４番，加納です。受理番号８番について，さる５日，坂本委員と事務
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，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，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 ９ 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） ２０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。
受理番号１番，江戸崎字神倉，田８筆，現況田４筆，７，５１６平方メートルについて
でございますが、申請人が電力会社の都合により発電出力を縮小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。
受理番号２番，江戸崎字野々入，畑３筆，１７，２４２平方メートルについてでござい
ますが、申請人が土地造成の変更により発電出力を縮小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，
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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番から２番について，横田委員より報告をお願いいたし
ます。
○１９番 （横田悌次君） １９番，横田です。受理番号１番，２番について，さる５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，それぞれ電力会社の都合と造成工事計画の変更により，発電出
力を縮小するものであり，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 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します。
宮本主査
○農業委員会事務局主査（宮本昭君） ２１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９件
でございます。
受理番号１番から６番までの６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６件について、それぞれの土地所有者より
申請があったものです。堀川字西ノ台，外１地区，畑７筆，３，９２０平方メートルにつ
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。今回の申請地は昨年１２
月の定例総会において審議された農地の隣接地で，
「稲敷市農業委員会非農地証明交付基準」
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の非農地に該当するものと思われます。
つづきまして、受理番号７番，中山字後畑，畑１筆，４０８平方メートルについて，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年以上前より農業
用倉庫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。
２２ページをお開き願います。
受理番号８番，古渡字寺の内，田１筆，３５７平方メートルについて，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９番，江戸崎字石橋，畑１筆，５９８平方メートルについて，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。
○３２番 （川島昇君） ３２番，川島です。受理番号１番から６番については，昨年１２月２１
日，新利根地区農業委員と加納会長，高須会長代理，及び事務局により，現地調査をした
農地の隣接地で，その時と同様に農地は荒廃しており，周辺の状況からみても，耕作する
ことは困難であり，今後も耕作の見込みがないことから，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７番について，遠藤委員より報告をお願いいたし
ます。
○２番 （遠藤一行君） ２番，遠藤です。受理番号７番について，さる５日，吉岡委員と山口
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年以上前から農業用倉庫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８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８番について，さる５日，坂本委員と
高須委員，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して判断します。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９番について，宮本善助委員より報告をお願いいたしま
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す。
○２０番 （宮本善助君） ２０番，宮本です。受理番号９番について，さる５日，澤邉委員と
松田委員，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して判断します。よろしくご審議をお願いします。
○議長 （加納 昭君） はい，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 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）」を議案といたします。事務局の説明をお願いします。
大久保補佐
○農業委員会事務局長補佐 （大久保健一君）２３ページをお願いいたします。
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１３件，４５筆，８９，３３９平方メートル，再設定が２７件，９５筆，
２０２，６６６平方メートル，合計，４０件，１４０筆，２９２，００５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，ご説明をさせていただきます。
受理番号１番，堀川字草切ほか２地区，田４筆，設定面積６，５４０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
ける方は，経営面積６０１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２番，中山字曽根，田２筆，設定面積５，７５０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，設定を受ける方は，経
営面積７９９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。
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受理番号３番，大田字舟戸前，田１筆，設定面積３，６５１平方メートル，新規設定で，
利用目的が水稲，期間が３年，小作料は１０アール当たり，１．５俵，設定を受ける方は，
経営面積１，２２０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４番，柴崎字寄居下ほか１地区，田４筆，設定面積１３，０５０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，１．５俵，設定
を受ける方は，受理番号３番と同じ方でございます。
受理番号５番，大田字中曽根，田１筆，５２８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，設定を受ける方は，受理番
号３番及び４番と同じ方でございます。
受理番号６番，八筋川字八郎田，田２筆，現況田１筆，合計，田３筆，設定面積１１，
６７８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，２２，０００円，設定を受ける方は，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７番，境島字萩原，田４筆，２，９７３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，設定を受ける方は，受理番号６
番と同じ方でございます。
受理番号８番，八筋川字八郎田，田２筆，４，２０５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，２２，０００円，設定を受ける方
は，受理番号６番及び７番と同じ方でございます。
受理番号９番，中島字小中島ほか３地区，田９筆，現況田１筆，合計，田１０筆，設定
面積８，１０８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１
０アール当たり，２俵，設定を受ける方は，経営面積９２９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１０番，浮島字関谷，田１筆，設定面積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，２俵，設定を受ける方は，経
営面積２，５６８アールの水稲等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１１番，結佐字上結佐ほか１地区，田４筆，設定面積７，０８９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
受ける方は，経営面積２６３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。
２５ページをお願いいたします。
受理番号１２番，町田字関場，田３筆，設定面積８，３８７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，４０，０００円，設定を受
ける方は，経営面積３，１４１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。
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受理番号１３番，戌渡字中ほか１地区，田６筆，設定面積１６，３８９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
受ける方は，経営面積２８１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１４番から４０番までは、すべて再設定になります。詳細につきましては、議
案書のとおりでございます。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。ご説明は以上でございます。
○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１２ 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）
○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します。
大久保補佐
○農業委員会事務局長補佐 （大久保健一君）３１ページをお願いいたします。
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
す。今回は、再設定が１件，２筆，設定面積１４，９９７平方メートル，稲敷市農業公社
を介しての利用権設定です。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いたします。ご説明のほうは以上でございます。
○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。
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〔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７号 平成２８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７号，
「平成２８年度稲敷市標準農作業利用料金
の承認について」を議案といたします。事務局の説明をお願いします。
大久保補佐
○農業委員会事務局長補佐 （大久保健一君）３２ページをお願いいたします。
議案第７号，「平成２８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。
平成２８年３月１日に，関係機関出席の下，開催されました，
「平成２８年度農作業利用
料金の検討会」におきまして，本年度は料金の改訂をせず，前年度と同様とすることにな
りました。この検討会の結果を受けまして，本日ご提案させていただくものでございます。
また、標準農作業利用料金額につきましては、窓口にチラシ等を置き、ホームページでも
周知の予定です。ご説明は以上でございます。
○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７号，
「平成２８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。
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これをもちまして，平成２８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３時５０分閉会
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