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議案第54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

報告第28号　農地法第18条第6項の規定による通知の受理について

その他

議案第55号　農地法第5条の規定による許可申請について
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議案第56号　農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による農用地利用集積計画の決定

　　　　　　について（農地中間管理事業）

　　　　　　について
議案第57号　農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による農用地利用集積計画の決定

議案第58号　農地中間管理事業の推進に関する法律第19条第3項の規定による農用地利用配

10番 塚本 勝男9番　栗山 千勝

20番 外塚 孝雄19番 小松﨑 正衛

12番 山口 正男

議案審議について

11番 中山 峰雄

18番 磯部 潤一17番 安田 秀徳
16番 関川 忠雄15番 市川 敏光14番 鈴木 良道13番 小松﨑 誠

第149回
かすみがうら市農業委員会総会議事録

1.かすみがうら市農業委員会告示第10号
　平成28年10月4日かすみがうら市農業委員会告示第10号をもって、平成28年10月11日(火)
　かすみがうら市霞ヶ浦庁舎大会議室に、第149回かすみがうら市農業委員会総会を招集する。

2.総会の日時および場所
　平成28年10月11日（火）　午後2時00分開会
　かすみがうら市霞ヶ浦庁舎大会議室

3.出席委員

8番　宮本 教夫7番　貝塚 光章6番　中根 光男5番　井坂 孝雄
4番　久松 弘叔3番　齋藤 幸雄2番　飯田 敬市1番　海東 功

4.欠席委員

6.議事録署名委員
6番 中根 光男2番 飯田 敬市

諸般の報告について

報告案件について

なし

日程の決定について

5.説明のため出席した者
局長補佐　山本 好徳（書記）事務局長　高田 忠 　主幹　鈴木 幸介

7.議事日程

議事録署名委員について

報告第27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

8.閉会
午後3時5分閉会

　　　　　　分計画案の意見の決定について



議　長
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で、書類審査後に現地調査を実施してきました。
19番 小松﨑委員

議　長 議案の朗読が終わりました。
事前調査員の方説明をお願いいたします。

よって総会は成立しております。
只今の出席委員は20名で、会議規則第6条の定足数に達しております。

第12条第2項の規定により、2番 飯田 敬市委員、6番 中根 光男委員を指名いた

次に、日程の決定についてお諮りいたします。

議　長

事務局長

次に、会議録署名委員及び書記の指名を行います。会議録署名委員は会議規則

（諸般の報告朗読）

（異議なしの声あり）

只今から平成28年度第149回農業委員会総会を開会いたします。

なお、報告第29号の制限除外につきましては、取下げとなりましたので、よろし
くお願いいたします。

只今から午後5時までといたしたいと思いますがいかがでしょうか。

議　長

事務局長

議　長

送付されていますので、事務局説明は省略いたしまして、早速質疑に入ります。
議　長

報告案件について、ご意見ご質問等ありましたらお願いいたします。

なお、本日の会議書記は、事務局職員の山本補佐を指名いたします。

それでは、朗読いたします。なお、案件については事前調査を実施しております。事務局

（異議なしの声・意見、質問等なし）

それでは、議案審議に入ります。議　長

ご意見等ございませんので、報告案件は終わります。

それでは、会議規則第4条により、議長は会長が務めることになっております
ので、以後の議事進行につきましては、外塚会長にお願いいたします。

会長あいさつ
はじめに、事務局長より諸般の報告をお願いします。

ご異議ございませんので、只今から午後5時までといたします。

次に、報告第27号、第28号の報告案件ですが、委員の皆様には、既に議案書が

議　長

します。

議　長

はじめに、「議案第54号　農地法第3条の規定による権利の設定・移転の許可申
請について」上程いたします。

それでは、番号3番について事務局より、議案の朗読をお願いします。

なお、番号3番及び番号7番については、議事参与の制限がございますので、農業
委員会等に関する法律第31条及びかすみがうら市農業委員会会議規則第9条の規程
により、先に審議いたします。
3番 齋藤 幸雄委員の退席をお願いします。

（3番 齋藤 幸雄委員 退席）

去る、10月3日午前9時から霞ヶ浦庁舎において、磯部委員と海東委員と私の3名

番号3番につきましては、農林振興公社の案件でございます。場所は、●●●●
集落センターと●●小学校の間に位置する谷津田で、現況は蓮田でした。
申請人は、経営規模拡大のため、今回の申請に至りました。作付作物はレンコン
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議　長

19番 小松﨑委員

9番 栗山委員

事務局で説明をお願いします。

未成年後見人はついていないことを確認しております。戸籍謄本を見ますと、

平成24年1月27日にしておりまして、養母と続柄養子となっております。

議　長

9番 栗山委員

議　長

事務局
親権者が父●●●●さんと母●●●●さんになり、母親との養子縁組日は、

よろしいでしょうか。

はい。

どうぞ。

●●●●さんは未成年者で、未成年後見人はついていたのですか。

議　長

事務局

議　長

只今、事前調査員の方の説明が終わりました。これより質疑に入ります。
番号7番について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。

次に、番号7番の審議を行います。
1番 海東 功委員の退席をお願いします。

議　長

それでは、番号7番について、事務局より議案の朗読をお願いします。

それでは、朗読いたします。なお、案件については事前調査を実施しております。

議案の朗読が終わりました。
事前調査員の方説明をお願いいたします。

はい、それでは引き続き報告いたします。番号7番は、●●小学校から南に
約500m行ったところにある畑で、現況は栗畑でした。譲渡人は相続で農地を取得
しましたが、耕作困難なため今回の申請に至りました。
作付作物は、米の苗つくりを計画しています。
農地法第3条第2項には該当しないため、許可要件を満たしていると考えます。
皆様の更なる審議の程、よろしくお願いします。

只今、事前調査員の方の説明が終わりました。これより質疑に入ります
番号3番について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

よろしいですか。それでは採決いたします。

全員賛成ですので、番号3番は原案のとおり許可することに決定いたします。

議　長

議　長
番号3番について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願いします。

（1番 海東 功委員 退席）

を計画しています。
農地法第3条第2項には該当しないため、許可要件を満たしていると考えます。
皆様の更なる審議の程、よろしくお願いします。

3番 齋藤 幸雄委員の入室をお願いします。
議　長

（3番 齋藤 幸雄委員 入室）

議　長

はい。9番 栗山委員
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議　長

番号7番について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願いします。

只今、事務局の説明にあったように、番号4番についてはこの後の農地法第5条

引続き、事前調査の結果を報告いたします。番号1番ですが、場所は大和田の
●●●●●に隣接する畑です。現況は茄子畑でした。

委員の皆様の更なる審議の程、よろしくお願いいたします。以上です。

続いて、番号1番から一括で、事務局より議案の朗読をお願いします。

それでは、朗読いたします。なお、案件については事前調査を実施しております。

議案の朗読が終わりました。

議　長

続きまして、番号8番ですが、上稲吉の県道沿いにある●●●●●●から●●

作付作物は、栗を計画しています。
続きまして、番号9番ですが、牛渡の県道沿いにある●●●●●から南東側約200m
にある畑です。現況は何も作付はされていませんでしたが、耕起された畑でした。

作付作物は、落花生を計画しています。
各申請とも農地法第3条第2項各号には該当しないため、許可要件を満たしている
と考えます。

作付作物は、栗を計画しています。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

1番 海東 功委員の入室をお願いします。

（1番 海東 功委員 入室）

全員賛成ですので、番号7番は原案のとおり許可することに決定いたします。

よろしいですか。それでは採決いたします。

番号1番について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。

よろしいですか。それでは採決いたします。番号1番について、原案のとおり

（異議なしの声・意見、質問等なし）

只今、事前調査員の方の説明が終わりました。これより議案審議に入ります。

議　長

譲渡人が農業を廃止し、譲受人の畑の隣接地のため今回の申請に至りました。

借人は、新規就農することから今回の申請に至りました。
作付作物は、露地野菜を計画しています。
続きまして番号2番も番号1番と同じ借人となり、新規就農となります。
場所は、牛渡の●●集落内の畑地で、野菜が植えつけられていました。
作付作物は、露地野菜を計画しています。
番号5番ですが、●●●道路、中山代理の自宅から霞ヶ浦庁舎方面へ約750m進んだ
先の十字路を●●●方面へ約1.7㎞進んだところにある、●●●●●●●の栗燻蒸
施設の隣の畑になります。現況は、リンゴの苗木と陸稲が植えられていました。
申請人は、農業経営規模拡大のため申請に至りました。

その他、ご質問等ございますでしょうか。議　長

作付作物は、苗木を計画しています。
番号6番は、●●小学校から南に約500m先にある畑です。現況は栗畑です。
譲渡人は相続で農地を取得しましたが、耕作困難なため今回の申請に至りました。

議　長

議　長

議　長

事務局

議　長

19番 小松﨑委員

それでは、事前調査員の方説明をお願いいたします。
許可案件と併せて審議をお願いしたいと思います。

方面へ約450m進んだ先の畑になります。現況は栗畑です。申請人は番号6番と
同じで譲渡人が耕作困難なため、今回の申請に至りました。
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議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。
よろしいですか。それでは採決いたします。番号9番について、原案のとおり

次に番号8番について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

全員賛成ですので、番号2番は原案のとおり許可することに決定いたします。

次に番号5番について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

よろしいですか。それでは採決いたします。番号5番について、原案のとおり
許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。

全員賛成ですので、番号1番は原案のとおり許可することに決定いたします。

次に番号2番について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

よろしいですか。それでは採決いたします。番号2番について、原案のとおり
許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。

よろしいですか。それでは採決いたします。番号8番について、原案のとおり
許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。

全員賛成ですので、番号8番は原案のとおり許可することに決定いたします。

次に番号9番について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

全員賛成ですので、番号5番は原案のとおり許可することに決定いたします。

次に番号6番について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

よろしいですか。それでは採決いたします。番号6番について、原案のとおり
許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。

全員賛成ですので、番号6番は原案のとおり許可することに決定いたします。

全員賛成ですので、「議案第54号　農地法第3条の規定による権利の設定・移転の
許可申請について」の番号4番以外は、原案のとおり許可することに決定いたし

議　長

許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。

それでは、朗読いたします。なお、案件については事前調査を実施しております。

議　長

事務局

次に、「議案第55号　農地法第5条の規定による許可申請について」上程します。
事務局より、議案の朗読及び説明をお願いします。

ます。
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また、番号2番について、

おります。
転用による周辺農地への影響はないと判断しました。

10月3日に小松﨑委員さん海東委員さんと私で事前調査に行ってまいりました。

許可要件は満たしていると考えます。
続きまして、番号3番から7番ですが、図面番号3番をご覧ください。

議案の朗読及び追加の説明が終わりました。
事前調査委員の方、説明をお願いいたします。

●●郵便局から北西に約500ｍ先にある畑でございます。
農地区分は、第2種農地と判断しました。

議　長

18番 磯部委員

借人が同一なので一括で説明いたします。

事業者がパネル3,156枚を設置し、その下でシャインマスカットを栽培して、地上

農地の面積は、10,908㎡ですが、営農型太陽光発電施設は、支柱部分と引込柱

許可要件は満たしていると考えますが、委員の皆様の更なる審議の程、よろしく

申請地は、牛渡の●●●●●●●の南側にある畑です。
農地区分は、第2種農地と判断しました。
太陽光発電事業のための賃貸借ということです。
転用による周辺農地への影響はないと判断しました。
許可要件は満たしていると考えます。

申請番号1番、図面番号1番を見ていただきたいと思います。

資材置場として利用するための使用貸借の申請になります。
農地区分は、第2種農地と判断しました。

続きまして、番号8番ですが、図面番号4番をご覧ください。
申請地は、男神の●●●●●の南側にある畑になります。芝畑でした。

ば更新可能ということです。

許可要件は満たしていると考えます。
続いて、番号2番ですが、申請地は●●●●●●●●の東側約350mに位置する畑

権を設定するとのことです。転用期間は3年の一時転用で、3年ごとに許可を得れ

です。こちらは農振農用地となります。

部分が転用面積となり、転用面積が5.50㎡となります。

また、パネル下の作物の収量が、一般的な収量の8割以上であることが条件となっ
ておりますが、営農計画での収穫量は、将来的に一般的な収量の8割を見込んで

申請地の手前も太陽光発電施設がございました。その隣で太陽光発電事業のため
の売買ということです。
転用による周辺農地への影響はないと判断しました。

農地法の営農型発電設備への一時転用の扱いは、転用及び権利が設定されるの
は支柱等を設置する部分のみで、パネルを設置する空中部分まで補うものでは
ないため、土地の空間に対する権利となる区分地上権の設定が必要となります。

と示されております。知見を有する者の意見として、●●●●●●●●●●●
●●●●●●からの意見書が添付されております。今回の事業計画収量は、2年
目150㎏、3年目500㎏、4年目1,500㎏とされており、4年目にして一般的な収量
の8割以上収量確保する計画になっています。また先程の議案第54号の番号4番
と併せて審議をお願いいたします。

支柱部分等のみの面積を3年以内の一時転用扱いとするものであり、3年ごと
に許可を得れば延長することが可能となっています。また、設備の下部におい
て営農を継続することと、設備の下部の収量が一般的な収量の8割以上である
ことが条件となっています。今回の転用面積は、支柱1,119本分と引込柱13
本分の面積です。支柱の高さは最低地上高2.4ｍ、最高地上高3.4ｍです。
人が立って作業できる高さとなっております。設備下部の営農計画はシャイン
マスカットです。今回のシャインマスカット栽培の営農型の事例として、●●県
●●市で平成25年に同様の一時転用許可を得ているので、●●市●●課に農作
物の状況を確認した結果、問題なく事業が継続されていることが確認できました。
また、茨城県の栽培基準では、シャインマスカットの基準収量は1,800㎏／10ａ



「議案第54号　農地法第3条の規定による権利の設定・移転の許可申請について」

お願いします。

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

番号1番について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。

只今、事前調査員の方の説明が終わりました。
これより、議案審議に入ります。

議　長

議　長

議　長

議　長

よろしいですか。それでは採決いたします。番号8番について、原案のとおり

ご意見ご質問等ございますでしょうか。

次に、番号3番から7番までは、借人が同一でありますので一括審議とします。
ご意見ご質問等ございますでしょうか。

原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。

議　長

議　長
許可することに決定いたします。

全員賛成ですので、番号3番から番号7番については原案のとおり許可することに
決定いたします。

の番号4番は、原案のとおり許可することに決定いたします。

議　長

許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。

全員賛成ですので、「議案第55号　農地法第5条の規定による許可申請」及び

は、17,121㎡。その内新規は2件で主な作物は水稲・レンコン等となります。
再設定は5件。主な作物は水稲・レンコンとなります。
以上農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第18条の各要件を充たして
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（異議なしの声・意見、質問等なし）

事務局より、議案の朗読及び説明をお願いいたします。

次に、「議案第56号　農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による農用地
利用集積計画の決定について」上程いたします。

事務局

次に番号8番について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。

利用権設定内容について説明いたします。今回の利用権設定は全体で8件。面積

よろしいですか。それでは採決いたします。番号3番から番号7番について、

（異議なしの声・意見、質問等なし）

よろしいですか。それでは採決いたします。番号1番について、原案のとおり
許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。

全員賛成ですので、番号1番については原案のとおり許可することに決定いたし
ます。

次に番号2番については、議案第54号の番号4番と併せて一括審議とします

よろしいですか。それでは採決いたします。番号2番及び議案第54号の番号4番

全員賛成ですので、番号2番及び議案第54号の番号4番については原案のとおり

（異議なしの声・意見、質問等なし）

について、原案のとおり許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

議　長



事務局説明が終わりました。ご意見ご質問等ございましたらお願いします。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

利用集積計画の農地中間管理機構の決定について」上程します。
議　長

それでは、設定内容についてご説明いたします。15ページをご覧ください。

よろしいですか。それでは採決いたします。

案の決定は同時施行といたします。これにより農地中間管理権を得た農地中間管
理機構が農用地利用配分計画を定め、県知事が利用配分計画を認可し、公告する

24,936㎡です。なお、議案第57号の農用地利用集積計画の公告と本配分計画

ことにより農地中間管理機構が受け手に農地を貸し付けるという手続きの流れと
なります。以上です。

事務局

議　長

全員賛成ですので、「議案第57号　農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に

次に、「議案第58号　農地中間管理事業の推進に関する法律第19条第3項の規定
による農用地利用配分計画案の意見の決定について」上程します。
事務局より議案の朗読及び説明をお願いいたします。

いたしました。
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全員賛成ですので、「議案第56号　農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定

事務局より、議案の朗読と説明をお願いいたします。

次に「議案第57号　農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による農用地

議　長

（異議なしの声・意見、質問等なし）

議　長

議　長

いると思われます。以上です。

事務局説明が終わりました。
ご意見ご質問等ございますでしょうか。

議　長

す。

議　長
による農用地利用集積計画の農地中間管理事業について」は、原案のとおり決定

による農用地利用集積計画の決定について」は、原案のとおり決定いたしました。

それでは、説明いたします。19ページをご覧ください。
市長より平成28年9月23日付で農用地利用配分計画案の意見を求められておりま
す。計画案につきましては、農地中間管理事業を実施する公益社団法人茨城県農
林振興公社の要請により、市が公社に提出するもので、計画案が5件、面積が

議　長

議　長

思われます。以上です。

議案第57号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いしま

よろしいですか。それでは採決いたします。
議案第56号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願い
します。

農林振興公社が農地中間管理権を取得する計画が9件、面積が24,936㎡で
す。作物は、水稲・レンコンとなります。
以上の計画内容は農業経営基盤強化促進法第18条第3項の各要件を充たしていると

事務局説明が終わりました。ご意見ご質問等ございましたらお願いします。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

茨城県農地中間管理機構として農地中間管理事業を実施する公益社団法人茨城県
事務局



⑥　かすみがうら祭について
⑤　委員会視察研修について

議　長 以上をもちまして第149回総会の日程は終了いたしました。
長時間にわたる慎重審議ご苦労様でした。

②　太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドラインについて

④　平成27年度月別処理件数について

事務局

よろしいですか。それでは採決いたします。

議　長

議　長

議　長

（午後3時5分　閉会）

議案第58号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いしま

③　深谷地内違反転用について

他に事務局から連絡事項等ありましたらお願いします。

①　農地用・非農地用除草剤の使用について

す。

以上で本日の議案審議は終了しました。

全員賛成ですので、「議案第58号　農地中間管理事業の推進に関する法律第19条
第3項の規定による農用地利用配分計画の意見の決定について」は、原案のとおり
決定いたしました。

議　長
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