平成２８年稲敷市農業委員会第５回総会
〔６月１０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 ５ 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 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 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 農地改良協議に対する同意について
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（中間管理事業）
日程１４ 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
日程１３ 議案第８号
日程１４ 議案第９号
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――――――――――――――――――――――――――――――
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

７番

吉 岡 一 仁

君

２３番

澤

邉 雅 之 君

８番

山

本 陽 子 君

２４番

野 口

９番

松 田

守

君

２５番

篠

１０番

村 山

文 雄

君

２６番

山 下 恭

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

克 行 君

崎 文 夫 君
一 君

仁 君

――――――――――――――――――――――――――――――
欠席委員
１６番

宮 本

昇

君

３２番

川

島

昇

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
○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６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
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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。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，１番，
古澤真和委員，２番，遠藤一行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。事務局より報告を願います。
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，東大沼字小沼他１地区，田３筆，５，５１７平方メートルでございます。
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２番，手賀組新田字阿波崎，田２筆，４，４４５平方メートルでございます。
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。
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。
――――――――――――――――――――――――――――――
3

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
〇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，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，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３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。
諸岡事務局長
○農業委員会事務局長 （諸岡祐一君） ３ページをお開き願います。
報告第３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，江戸崎字新山，畑１筆，５０５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集会場施設を建築するものです。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 ５ 報告第４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４号,「農地法第 18 条第 6 項の規定による農地の
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貸借権の合意解約について」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） ４ページをお開き願います。
報告第４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，中山字中山ほか２地区，田４筆，９，３８１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す。
受理番号２番，町田字前田ほか１地区，田２筆，５，４２６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す。
受理番号３番，市崎字上荒田，田２筆，５，４３７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す。
受理番号４番，東大沼字小沼，田１筆，１，１７４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す。
受理番号５番，中山字曽根，田 1 筆，１３，１５６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す。
受理番号６番，江戸崎字中田ほか１地区，田２筆，２，９２０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 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。事務局の説明を願います。
油原係長
○農業委員会事務局係長 （油原雅人君）５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件でございます。
受理番号１番，上君山字西，田１筆，６２０平方メートルについてですが，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２番，柴崎字柴崎，田４筆，２，８５５平方メートルについてですが，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３番，駒塚字内山，畑１筆，１，０１４平方メートルについてですが，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，上之島字上之町，田１筆，１３５平方メートルについてですが，受人が
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耕作利便のため買受けるものでございます。
以上４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。まず，受理番号１番について，墳本委員より報告をお願いいたします。
○２８番 （墳本典勇君） ２８番，墳本です。受理番号１番について説明をいたします。６月
８日に足立委員と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，じゃがいも,トマト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，耕運機１台，トラック１台を所有しております。農作業従
事日数は，２３０日であります。経営面積６２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１番について，篠崎文夫委員より報告をお願いし
ます。
○２５番 （篠崎文夫君） ２５番，篠崎です。受理番号２番について報告いたします。６月６
日に山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
は主に水稲を栽培している農業者であります。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 1 台，トラック 1 台を所有しております。農作業従
事日数は１００日です。同一世帯と合わせて１７０日です。経営面積は１８０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，飯沼委員より報告をお願いします。
○２７番 （飯沼喜見古君） ２７番，飯沼です。受理番号３番について調査報告いたします。
６月６日に篠崎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，農業用トラック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。農業経営面積は，１１３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。
○議長 （加納 昭君） はい，次に受理番号４番について，私，４番，加納より報告をいたし
ます。６月６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１台，田植機 1 台，コンバイン１台，乾燥機１台，農業用トラック 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。農業経営面積は，４６４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
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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。
○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。
〔
（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）６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
ざいます。
受理番号１番，上須田字上須田，田１筆，２９４平方メートルについてでございますが，
申請人が既に農業用倉庫用地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，黒田委員より報告をお願いいたします。
○３１番 （黒田仁君） ３１番，黒田です。受理番号１番について，さる６日，関口委員と事
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
間違いなく，既に農業用倉庫用地として利用していたものであり，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，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。
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〔
（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。
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 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します。
油原係長
○農業委員会事務局係長 （油原雅人君）７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，下太田字谷中，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みであり，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２番，高田字古ヤ，畑１筆，３７６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３番，本新，畑１筆，１８８平方メートルについてでございますが，申請人が
駐車場及び車庫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，土地改良区域内除外済みであり，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，古澤委員より報告をお願いいたします。
○１番 （古澤真和君）

１番，古澤です。受理番号１番について，さる６日，川島委員と事

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，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
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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２番について，篠﨑惣壽委員より報告をお願いい
たします。
○２２番 （篠﨑惣壽君） ２２番，篠﨑です。受理番号２番について，さる６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，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３番について，さる６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
で間違いなく，駐車場及び車庫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 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」を議題といたします。事務局の説明をお願
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いします。
油原係長
○農業委員会事務局係長 （油原雅人君）８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，小野字堂谷他 1 地区，田３筆，２，０５５平方メートルについてでござ
いますが，申請人が土地造成計画の変更を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しないものと考えられます。
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，古澤委員より報告をお願いいたします。
○１番 （古澤真和君） １番，古澤です。受理番号１番について，さる６日，川島委員と事務
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通りで間違
いなく，中古車展示場及び修理車両置き場用地として許可を得たものの，土地造成計画の
変更をしたものであります。申請書類の確認もしましたが，他法令の許可見込みや承認見
込みがないことから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。
○２９番 （松本 文雄君） はい。
○議長（加納 昭君）はい，松本委員。
○２９番 （松本 文雄君） ２９番，松本です。現地調査をやった時に，土をどこから採って
くるのかということを，再三言ってるんですよ。例えば，誰々の山からどこを経由して，
埋め立てをするってことを，何度言っても，記入してないんですよね，どこにも。これは
どうなんですか。
○農業委員会事務局係長 （油原雅人君） はい。
○議長（加納 昭君）はい，油原係長。
○農業委員会事務局係長 （油原雅人君） 初生土の発生元ですが，近隣で盛り土の許可を得
て，盛り土造成をしているところがありまして，そこから持ち込むといった計画だったん
ですね。同じところから持ち込むと。
○２９番 （松本 文雄君） はい。
○議長（加納 昭君）はい，松本委員。
○２９番 （松本 文雄君） 同じところとはどこですか。
○農業委員会事務局係長 （油原雅人君） はい。
○議長（加納 昭君）はい，油原係長。
○農業委員会事務局係長 （油原雅人君） すみません。ちょっと盛り土の方の書類は持って
10

きてないので，調べて後日連絡します。
○２９番 （松本 文雄君） 分かりました。
○議長 （加納 昭君） それでは，他に質疑ありませんか。
〔
（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，申請書のとおり不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 １０ 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） ９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４件で
ございます。
受理番号１番，浮島字勝木，畑１筆，３３４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年以上前より倉庫として利用されて
おります。撮影年月日，平成６年１１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２番，浮島字才勝，畑２筆，１，０９４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３番，柴崎字下吉山，他１地区，田２筆，９４６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年以上前より工場，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４番，戌渡字北，畑１筆，１２０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９日の空中写真証明書と始末書が提出されてお
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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。受理番号１番から２番について，小貫委員より報告をお願いいたし
ます。
○６番 （小貫和子君） ６番，小貫です。受理番号１番，２番について，さる６日，高須委
員と坂本委員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，受理番号１番は，２０年以上前から倉庫，受理番号２番
は，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３番について，篠崎文夫委員より報告をお願いい
たします。
○２５番 （篠崎文夫君） ２５番，篠崎です。受理番号３番について，さる６日，山本委員と
濱田委員と，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なく，２０年以上前から工場，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４番について，山本委員より報告をお願いいたし
ます。
○８番 （山本陽子君） ８番，山本です。受理番号４番について，さる６日，篠崎委員と濱田
委員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。
〔
（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６号 農地改良協議に対する同意について
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○議長 （加納 昭君） 続きまして，議案第６号，「農地改良協議に対する同意について」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） １０ページをお開き願います。
議案第６号，
「農地改良協議に対する同意について」でございます。平成２８年４月２６
日受理，四箇字四箇，田１筆，４２０平方メートルについて，育苗ハウス建設の為の埋め
立てについてでございます。育苗ハウスにて主に水稲の苗を作るため，自らが所有する山
林で採取した山砂，２１０立方メートルで申請地を５０センチメートル埋め立てる計画で
ございます。以上で議案第６号の説明を終わります。よろしくご審議お願いいたします。
○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「農地改良協議に対する同意について」を採決いたします。本案は，
申請のとおり同意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同意することに決定いたしました。
――――――――――――――――――――――――――――――
日程 １２ 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
（利用権設定）
○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。
大久保補佐
○農業委員会事務局長補佐 （大久保健一君）

１１ページをお願いいたします。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（利用権設定）
」でございます。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ございます。
今回は，新規設定，１２件， ５６筆，７５，９９３平方メートルについての利用権の設
定でございます。
新規設定について，ご説明させていただきます。
受理番号１番，手賀組新田字六角，田２筆，４，３２９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３９０アールの水稲を作付する農家で，農作業従事日数１８０日の認定農業者でご
ざいます。
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続きまして，受理番号２番でございますが，今回，利用権の設定を受ける方は，新規就
農者の方でございます。お手元にお配りをさせていただいております，新規就農者審査表
のほうをご覧いただきたいと思います。５月１０日の農業委員会総会の前に，新規就農者
審査会が開催され，満場一致にて，審査報告書のとおり，就農の承認がなされたものでご
ざいます。審査会のほうは，農業委員会会長,会長職務代理者，運営委員長，幹事長，地区
担当委員により構成されております。今回の新規就農者は，本年３月に，勤務先を定年退
職されたことを機に，本格的に農業に取り組まれる方で，１年後に，今回の設定期間が満
了となる際には，更に経営規模の拡大を考えており，農業資金については，預貯金等の自
己資金を充てるとしております。
それでは，議案第７号の，受理番号２番のご説明をさせていただきます。高田字渡場，
他３地区，田１０筆，２，８０４平方メートル，畑４筆，１，４３４平方メートル，合計
１４筆，４，２３８平方メートル，新規設定で，利用目的は，田が水稲，畑が野菜，期間
が１年，小作料は，田が１０アール当たり１．５俵，畑が１０アール当たり１０，０００
円。設定を受ける方は，先にご説明させていただきました,新規就農者の方でございます。
経営面積の５４アールにつきましては、今回，利用権の設定を受ける面積の合計でござい
ます。年間の農作業従事日数は，２５０日の予定でございます。
受理番号３番，高田字御城，３筆中，２７８４番地の３につきましては、台帳地目が田
となっておりますが，現況は畑でございます。したがいまして，田が２筆で，６３９平方
メートル，畑が１筆で，１３５平方メートル，合計３筆，７７４平方メートル，新規設定
で，利用目的は田が水稲，畑が野菜，期間が１年，小作料は田が１０アール当たり１．５
俵，畑が１０アール当たり１０，０００円。設定を受ける方は，受理番号２番と同じ新規
就農者の方でございます。
受理番号４番，高田字御城，畑１筆，４７５平方メートル，新規設定で，利用目的が野
菜，期間が１年，小作料は１０アール当たり，１０，０００円，設定を受ける方は，受理
番号２番及び３番と同じ新規就農者の方でございます。
１２ページをお願いいたします。受理番号５番，市崎字新田，田２筆，５，４７０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２．５
俵。設定を受ける方は，経営面積２，６７５アールの水稲等を作付する農家で，農作業従
事日数３００日の認定農業者です。
受理番号６番，上根本字八子，他２地区，田６筆，１１，４１２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，玄米９０キログラム。
設定を受ける方は経営面積３１５アールの水稲を作付する農家で，農作業従事日数２５０
日の認定農業者です。
受理番号７番，下根本字谷中，他２地区，田７筆，１２，５２３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，玄米９０キログラム。
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，下根本字須賀，他１地区，田７筆，１２，４０６平方メートル，新規設
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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，玄米９０キログラム。
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，下根本字西の下，田２筆，４，３２３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，玄米９０キログラム。設定を受け
る方は，受理番号６番から８番までと同じ方でございます。
受理番号１０番，上根本字八子，他３地区，田６筆，７，８４４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，玄米９０キログラム。
設定を受ける方は，受理番号６番から９番までと同じ方でございます。
受理番号１１番，下根本字吹上，田２筆，２，８１８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，玄米９０キログラム。設定を受け
る方は，受理番号６番から１０番までと同じ方でございます。
受理番号１２番，中山字中山，他２地区，田４筆，９，３８１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２６６アールの水稲を作付する農家で，農業従事日数２００日の認定農業者
でございます。
以上，１２件とも，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。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。
○１０番 （村山 文雄君） はい。
○議長（加納 昭君）はい，村山委員。
○１０番 （村山 文雄君） １０番，村山です。受理番号２番ですが，設定期間が１年間という
ことですが．この期間について伺います。
○農業委員会事務局長補佐 （大久保健一君） はい。
○議長（加納 昭君）はい，大久保補佐。
○農業委員会事務局長補佐 （大久保健一君） ただ今のご質問でございますが，１年間とい
う期間につきましては，
「新規就農に対する農地法上の取り扱い 稲敷市農業委員会」とい
う取り扱いの内規のようなものがございまして，それによりますと，新規就農の要件とい
たしまして，年齢要件で６５歳以下，面積要件で，耕作権及び権利の取得については５０
アール以上とし，その次に，１年間の利用権設定による利用状況により判断をする，とい
うことになっておりまして，１年間というのは，試し期間としての期間，というようなと
らえ方になるかと思います。そして，１年経過後に，面積を増やした上での，長い期間で
の利用権設定等，今回のケースですと，そういったかたちになるのではないかと思われま
す。
○１０番 （村山 文雄君） はい。
○議長（加納 昭君）はい，村山委員。
○１０番 （村山 文雄君） １年間の結果をみるということですね。了解しました。
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○議長 （加納 昭君） それでは，他に質疑ありませんか。
○１番 （古澤 真和君） はい。
○議長（加納 昭君）はい，古澤委員。
○１番 （古澤 真和君） １番，古澤です。９０キロとか１俵半とか。これは統一した方が良
いかと思います。
○農業委員会事務局長補佐 （大久保健一君） はい。
○議長（加納 昭君）はい，大久保補佐。
○農業委員会事務局長補佐 （大久保健一君） ただ今のご質問でございますが，これは，申
請書に基づきまして，議案の方を作らせていただきましたので，確かに１．５俵と９０キ
ログラム，同じでございますが，本人が申請してきた単位を，そのまま載せさせていただ
いているようなかたちでございます。
○１番 （古澤 真和君） 解りました。
○議長 （加納 昭君） それでは，他に質疑ありませんか。
○１０番 （村山 文雄君） はい。
○議長（加納 昭君）はい，村山委員。
○１０番 （村山 文雄君） １０番，村山です。キログラムにするとか，何俵にするとかの，表
示の規定とかは無いんですか。
○農業委員会事務局長補佐 （大久保健一君） はい。
○議長（加納 昭君）はい，大久保補佐。
○農業委員会事務局長補佐 （大久保健一君） 過去の議事録を確認させていただいておりま
すが，キログラム単位のものと，何俵単位のものが，今までは併記されてきております。
キログラム単位にするか，俵単位にするかの規定はないと思いますが，この後確認をさせ
ていただきたいと思います。
○１０番 （村山 文雄君） 解りました。
○議長 （加納 昭君） それでは，他に質疑ありませんか
〔
（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，
「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８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）
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○議長 （加納 昭君） 続きまして，議案第８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） １４ページをお願いいたします。
議案第８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）」
でございます。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ござ
います。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
のでございます。今回は，５件，１８筆，３０．３１８平方メートルについてでございま
す。
受理番号１番から５番までの詳細につきましては，議案書のとおりでございます。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８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１４ 議案第９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） １５ページをお願いいたします。
議案第９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）」でございます。
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，５件，１８筆，３０，３１８平
方メートルでございます。
借受人につきましては，同法第１７条の規定により，茨城県農林振興公社が行った募集
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に応募し，公表されている方々でございまして，同法第１８条第４項の規定を満たしてお
り，認定農業者でもあり，問題はないと考えます。
受理番号１番から５番までの配分計画（案）の詳細につきましては，議案書のとおりで
ございます。よろしくご審議をお願いたします。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２８年６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５５分閉会
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