
①
②
③
④

⑤

⑥

5.説明のため出席した者
係長　永田 昌之（書記）事務局長　高田 忠 　主幹　鈴木 幸介

7.議事日程
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午後5時16分閉会

第152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1号
　平成29年1月5日かすみがうら市農業委員会告示第1号をもって、平成29年1月10日(火)
　かすみがうら市霞ヶ浦庁舎大会議室に、第152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29年1月10日（火）　午後3時30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

16番 関川 忠雄15番 市川 敏光14番 鈴木 良道13番 小松﨑 誠
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

4.欠席委員

6.議事録署名委員
7番 貝塚 光章5番 井坂 孝雄

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

議案第2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

議案第5号　現況証明願の交付決定について

報告第1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

議案第3号　農地法第4条の規定による許可申請について

その他

報告第2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

議案第1号　農地法第5条の規定による許可の取消願について

議案第4号　農地法第5条の規定による許可申請について

1

議案第6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7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8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



議　長

それでは、議案審議に入ります。
はじめに、「議案第1号　農地法第5条の規定による許可の取消願いについて」
上程いたします。

議　長

なお、本日の会議書記は、事務局職員の永田係長を指名いたします。

議　長

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。

事務局より、議案の朗読及び説明をお願いします。

それでは、朗読・説明いたします。事務局

（異議なしの声・意見、質問等なし）

議　長

ご意見等ございませんので、報告案件は終わります。

次に、報告第1号、第2号の報告案件ですが、委員の皆様に、既に議案書が送付

事務局長

議　長

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。

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。

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

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。

の規定により、5番 井坂 孝雄 委員、7番 貝塚 光章 委員を指名いたします。

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、会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は会議規則第12条第2項

（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152回総会を開会いたします。

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。

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。

事務局

9番 栗山委員

議　長

強度計算は出されているのですか。9番 栗山委員

どうぞ。

はい。

これより議案審議に入ります。
議案第1号について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。
何のための申請か、事務局から説明をもう一度してください。

再申請をするために至った理由ですが、平成28年10月11日に許可を受けその後
造成を行っているなか、設計の見直しを行った結果、支柱を減らしても強度は
問題ないとなり、それに伴い転用面積が縮小され、許可後に転用面積の変更は
できないため取消をして、この後、5条で申請がされているものです。

議　長

事務局

事務局から説明をお願いします。

特に添付書類にはありませんので入ってはいません。
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議　長 議案の朗読が終わりました。
只今、事務局の説明にあったように、番号8番10番についてはこの後の農地法
第5条許可案件と併せて審議をお願いしたいと思います。
それでは、事前調査員の方説明をお願いいたします。

3

作付作物は、さつまいもを計画しています。
番号9番及び番号11番は、●●学校に西約300mに広がる畑になります。新規
就農し、営農型太陽光発電施設の下で明日葉を栽培する計画で、今回申請に至り
ました。
番号12番は、上稲吉の自宅隣にある畑となります。番号13番と合わせて新規就農
するため今回の申請に至りました。作付作物は栗を計画しています。
番号13番は、●●小学校の南西約1.7㎞にある畑2筆になります。こちらも作付
作物は栗を計画しています。

を満たしていると考えます。また、番号9番11番については、農地法第3条第3項
の例外要件について、許可要件を満たしていると考えます。皆さんの更なる審議

8番 宮本委員 1月5日木曜日午前9時から霞ヶ浦庁舎で、私宮本と栗山委員と塚本委員の3名で
書類審査後現地調査を実施してきました。
番号1番は、●●公園の南西約400mに位置する水田になります。現況はきれいに
管理された田でした。申請人は経営規模拡大のため、今回の申請に至りました。
作付作物は水稲を計画しています。
番号2番は、柏崎の●●公園の東約500mに位置する水田になります。譲渡人は
相続したが耕作できないため、小作人の●●さんに譲ることになり、今回の申請
に至りました。作付作物は水稲を計画しています。
番号3番は、宍倉の●●学校の東約500mにある畑になります。現況は雑草が
繁茂ししておりました。申請地は面積が小さく耕作が難しいため、隣の畑を所有
している●●さんに譲ることになったため、今回の申請に至りました。作付作物
は野菜を計画しています。
番号4番は、上佐谷の県道土浦・笠間線沿いにあり、有限会社●●の南側にある

は水稲を計画しています。

畑になります。申請地は何も作付されていませんが、きれいに整地されていまし
た。経営移譲年金の再設定のため今回の申請に至りました。
番号5番は、●●学校の北東約200mにある水田になります。現況はきれいに
管理された田でした。経営規模拡大のため、今回の申請に至りました。作付作物

なっておりました。申請人は経営規模拡大のため今回の申請に至りました。

していました。申請人は経営規模拡大のため今回の申請に至りました。
作付作物はさつまいもを計画しています。
番号7番は、上志筑の●●会社の南西に位置する畑になります。現況は荒地と

番号6番は、中佐谷の●●の東約100mに位置する畑で、現況は荒地で篠が繁茂

以上、番号9番11番を除き農地法第3条第2項各号には該当しないため、許可要件

の程、よろしくお願いいたします。

議　長

事務局

ついて」上程いたします。

他にありませんか。

それでは採決いたします。議案第1号について、原案のとおり許可を取り消すこ
とに賛成の方は、挙手をお願いします。

議　長

議　長

ついて」は、原案のとおり許可の取消をすることに決定いたします。
全員賛成ですので、「議案第1号　農地法第5条の規定による許可の取消願いに議　長

次に、「議案第2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

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。
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議　長

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。

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

よろしいですか。それでは採決いたします。番号4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4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。

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。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。

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。

次に、番号4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）

議　長

議　長

議　長

只今、事前調査員の方の説明が終わりました。これより審議に入ります。

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。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

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。

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）

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。
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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

す。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

（異議なしの声・意見、質問等なし）

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12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13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9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11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9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。

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。

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。

次に、番号13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11番について、原案のとおり

次に、「議案第3号　農地法第4条の規定による許可申請について」上程します。議　長

議案の朗読及び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

事務局より、議案の朗読及び説明をお願いします。

す。
議　長

事務局 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。

全員賛成ですので、番号11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12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12番について、原案のとおり

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2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」は、番号8番及び番号10番を除き原案のとおり決定いたしま



周辺農地への影響はないと判断したことから問題ないと見てきました。
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議　長

事務局

す。
続いて図面番号5番です。番号5番は、上稲吉の自宅隣の畑になります。
こちらは、既に資材置場として利用しておりますが、始末書が添付されており

続いて図面番号6番をご覧ください。問題があるところかなと、宮本委員・塚本
委員と現地へ入りました。現地に入ったところ、砕石が全部敷かれておって、
農地に戻すのはいかがなものかなと、私は判断しました。違反転用状態になるか
ならないか、皆さんの判断にお任せしますが、第1種農地ということで、前に不許

許可申請について」は、原案のとおり許可することに決定いたします。

転用による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ておりま

番号2番は、図面番号3番です。大和田の●●南側約50m先にある畑です。
太陽光発電施設に供するため、今回の申請に至りました。

明日葉を栽培するという申請です。

許可要件は、満たしていると考えます。

西側にある畑です。申請地は10ha以上の規模の一団の農地で、農地区分は第1種

議　長

議　長

議　長

事務局より、議案の朗読及び説明をお願いします。

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。

可ということになっておりましたが、現在の状況を判断して更なる皆様方の審議

次に、「議案第4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。

営農型太陽光発電を計画しており、農地ではシャインマスカットの作付を計画
しています。転用による周辺農地への影響はないのかなと思います。

議案の朗読が終わりました。事前調査委員の方、説明をお願いいたします。

番号1番は、●●公園から東へ約300mにある畑で、農地区分は農振農用地内の
農地となっております。

9番 栗山委員 説明いたします。図面番号2番をご覧ください。

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。

申請人は太陽光発電施設に供するため、今回の申請に至りました、ということで

をお願いしたいと考えております。以上です。

全員賛成ですので、「議案第3号　農地法第4条の規定による権利の設定・移転

許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。

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。

（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。議案第3号について、原案のとおり

ございます。転用による周辺農地への影響はないと思われ、問題はないのかなと
思いますが、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。

番号1番については、牛渡の●●会社の南側約200m先に位置する畑です。9番 栗山委員

議　長

只今、事前調査員の方の説明が終わりました。これより審議に入ります。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

農地と判断しました。営農型太陽光発電のため、賃貸借権を設定する内容です。

続いて、図面番号4番をご覧ください。番号3番・4番は、宍倉の●●学校跡地の

議　長



議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

7

9番 栗山委員

どうぞ。議　長

はい。

全員賛成ですので、番号4番及び議案第2号番号10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5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6番について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。

許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。

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1番について、原案のとおり

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）

よろしいですか。それでは採決いたします。番号4番及び議案第2号番号10番に

（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。

全員賛成ですので、番号2番については、原案のとおり許可することに決定いたし

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。

議　長

議　長

議　長

議　長

次に、番号3番及び議案第2号の番号8番について、ご意見ご質問等ございますで

（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3番及び議案第2号番号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3番及び議案第2号番号8番については、原案のとおり

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4番及び議案第2号の番号10番について、ご意見ご質問等ございますで

しょうか。

しょうか。

議　長

議　長

許可することに決定いたします。
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どうぞ。

9番 栗山委員

はい。

どうぞ。

これ、以前は13万円貰ってましたよね。今回も●●建材は年40万円で貸したと
言ってましたよね。年20万固定で20年とありましたよね。

はい、補足説明を。

現在6番については、現在畑に戻らないような状況だからそれに合わせて
審議していただきたい。
結局はこれ反対してもその後どうするのかという問題も発生するでしょう。

事務局

只今、栗山委員からありましたが、砕石が全面的に敷いてあって、営農型を事務
局も勧めていました。我々農業委員会としてもどうしたらよいでしょうか。

16番 関川委員

議　長

16番 関川委員

皆さんは、2回既に県が不許可を出したことは、ご存知かと思います。
県が出した不許可の理由があると思います。一文一文、県の意見に対抗できる

議　長

議　長

事務局

6番 中根委員

議　長

ません。

はい。

どうぞ。

以前、委員さん方に経過説明をお送りしてあると思います。
登記簿上は20万ということになっています。その後、●●建材さんの看板が
建った後は本当かどうかわかりませんが、40万と言っておりました。登記簿上
●●さんと●●建材さんの事実関係もわかりませんので、どこまでかとは分かり

議　長

要件があれば許可は可能かもしれません。しかし、一文一文に対し農地法に対す
る対抗要件がなければ、なかなか難しいと思います。
12月22日においでになった時に、難しいとは説明はしておきました。

要件を皆さんが考えていただければ。
覆す理由がなかなか無いのかと思います。

はい。

どうぞ。

過去一度、審議したものをもう一度再審議をして、許可をするとなると、逆な

事務局

6番 中根委員

何回も言うけど、要するに、これ不許可にした場合、あの農地をどうするの。
農業委員会で指導しなくちゃいけないでしょ。あのままにしておくわけにいかな
いでしょう。

事務局説明を。

現在も違反是正指導中です。今違反の状態です。29日、現場が動いているとの

県の方では却下されているわけだよね。しかし、例えばこの席で認めた場合、
県との整合性との観点からとらえた場合には、非常に責任問題が発生してくると
思うので、慎重に審議しないと後に大変な問題が発生すると、私は思いますが。
その辺はどうですか。

事務局説明を。議　長

事務局

9番 栗山委員

議　長

9番 栗山委員



はい。

どうぞ。

でした。今までの経過は皆さんのところにも、●●さんが相談に来ていました。

はい。

今回、面積が大きかったので、皆さんそう思ったのかもしれませんが、別な所
でもそういうところがあった場合、一度砕石をとって、堆肥などがあり、委員

連絡を受けたので、会長と事務局で現場に行きました。井坂委員さんからの連絡

になるのかなとは思います。

はい。

どうぞ。

です。重機が2台、ダンプ2台、今は重機が1台、前にあったRC40とか看板が奥に
ありましたが、これは取り外されていました。●●建材さんの看板も取り外され
ています。ただ、砕石等は同じ敷地に積み置かれている状態です。
是正指導中の場所に申請をしてきたわけですから、委員さんがどう判断されるか

14番 鈴木委員

議　長

14番 鈴木委員

議　長

事務局

さんが現地を見に行ったときは砕石がない状態で、農地として確認するのでは
ないかと思います。砕石が敷かれた状態では、委員さんは農地ではないと。ただ
今回、グレーなところがありました。農業用ハウスは出来た訳です。営農型も
出来たと思います。出来るものでやっていただくとういうのが、今までの相談

砕石を敷いていては、農地に戻すのは無理ですよね。

事務局説明を。

16番 関川委員

議　長

あの土地1町3反で、もし、農業委員会の指導で、半分でもめくって、今こういう
ふうにやってますと、誠意を見せてもらうのもあるのかなと思いますが。どう
なんだろうね。粘土はたしかに粘土だと思います。以前は傾斜になってました。
そこを平らにしたから削った方が粘土だと思います。

事務局説明を。

許可の筆は1筆です。前の経済産業省の許可は●●法人●●ですが、今回、県不許
可後に●●で許可を取り直ししています。そうした経済産業省の許可を考えると、
半分とかではなく、全面ではないかと思われます。

16番 関川委員

議　長

事務局

その辺は、あくまで今まで違反行為だということを指摘しながら、これ今まで
あまりにも悪質な部分があるわけですよね。相手が一方的に言ってきたわけです
から、相手方に営農型でやっていただくしか、私は方法がないと思いますよ。
農業委員会の責任は重大なわけですよ。結果が出れば、この農業委員さんの責任

6番 中根委員

議　長

6番 中根委員

なんですよ。そういうことを踏まえて、慎重審議しないと大変なことになると
私は思います。

はい。

どうぞ。

14番 鈴木委員

議　長

どうぞ。

いいですか。一つの案として営農型は割と許可がおりるわけですよね。
そうなった場合に、できるだけ砕石を除去していただき、その上に畑になる土を
入れて、そこで営農型にすれば、私は方法としては可能なのかなと思います。

9
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すればいいんだという考え方でもないと思うんだよね。

畑にそこまでお金をかけて戻す、莫大な額ですよ。正直買った方が安いですよ。

はい。

どうぞ。

営農型においてもね、ただ営農型でもメインが太陽光であって、ただ営農型に

議　長

事務局

よ。いろいろな角度から考えないと大変なことですよ。

6番 中根委員

議　長

6番 中根委員

9番 栗山委員

議　長

9番 栗山委員

14番 鈴木委員

はい。

どうぞ。

でも、そういう風にしなければ、許可する必要はないでしょう。
金がかかろうとなんだろうと、一方的にやった行為ですから。それに対しては
こちらも毅然とした態度をとっていく。それが農業委員会としての姿勢だと私は
思います。安易にそれをやった場合には、はっきり言ってマスコミざたになりま

例えばシャインマスカット、これ作るんだったらどうしようもない話だけど
一番低い所なんか水が溜まっちゃうんですよ。田んぼと同じなんですよ。

毎年2月に報告されます。その報告は国までされます。そして3年ごとに再審議
にかけることになります。委員の皆さん方もよろしくお願いいたします。
ただ作物8割は、その年の天候にも左右されますので、勘案しなさいということ
になっています。また、収穫がない場合は、0ベースの報告になると思います。

そろそろ、問題を整理したいと思います。
25年7月ですね、我々農業委員も当時の農業委員として現地を確認してきました。
たばこ畑ですね。皆さんご存知かと。そして、その周り農地法として10ha以上の
農地の拡がり、第1種農地と判断して参りましたね。それから県からは、2回の不
許可が出ています。それから上申書は転用許可申請には必要がないということ。

とか出来れば、それは営農型として認められることになるのかなと。法人で
やった場合にも、50a要件を満たしますので、可能になります。企業が農業を
始めるやり方、そういうところもあります。考え方は作物の8割の収穫、それが

事務局説明を。

営農型の場合、学者さん等の意見書が必要になります。これはあくまで特例です。
太陽光発電をメインとするものではありません。営農するので今回、農水省の
特例ですから、仮に砕石があったり粘土質でも出来るもの、ポット栽培の農業

先月皆さんに資料はお渡ししたと思います。処分命令。これは5年かかろうが10年

9番 栗山委員

議　長

事務局

また、●●法人でも農地を所有していれば、耕作権はあるということなので、

議　長

この資料による要望書も我々農業委員会としての考え方とは違うものだと思いま　
すね。我々としては、農業委員会として襟を正した意見を求めたいと思います。
よろしくお願いいたします。
他にありませんか。

はい。

どうぞ。

あの農地はどうしなくちゃならないの。

9番 栗山委員

議　長

事務局説明を。
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お願いいたします。
続いて、図面番号11番をご覧ください。
番号5番の申請地は、下稲吉の6号国道沿いにある●●の敷地となります。
41年以上前から店舗敷地として使用しており、現況も申請どおりになっている

建っておりました。30年以上前から豚舎として利用しており、現況も申請
どおりになっていることから、証明しても差し支えないと思いました。
続いて、図面番号8番をご覧ください。
番号2番の申請地は、牛渡の●●集落センターの敷地となります。
34年以上前から集落センターとして使用しており、現況も申請通りになって
いることから、証明しても差し支えないと思います。
続いて、図面番号9番をご覧ください。
番号3番の申請地は、男神の●●の南側に位置し、現況はため池となっておりま
した。24年以上前から、ため池として使用しており、現況も申請どおりになって
いることから、証明しても差し支えないと思います。
続いて、図面番号10番をご覧ください。
番号4番の申請地は、上土田の●●十字路の東側に位置し、現況は山林となって
おりましたが、現在は立木伐採抜根がなされており、一部10本くらい木がありま
した。概ね畑のように見てきましたが、難しいので皆さんの審議の程、よろしく

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

・・退室・・16番 関川委員

議　長

なお、1名退席です。（賛成2名・反対16名）
賛成少数ですので、番号6番については、不許可とすることに決定いたします。議　長

農業会議諮問案件にかけることになりますので、委員の皆さんご承知おき願い
ます。

番号6番以外は、全員賛成ですので「議案第4号　農地法第5条の規定による
許可申請について」は、原案のとおり許可することに決定いたします。
なお、番号6番については、3,000㎡以上の案件となることから、18日の茨城県

議　長

それでは、ご説明いたします。図面番号7番をご覧ください。

事務局より議案の朗読をお願いします。

10番　塚本委員

16番 関川委員

議　長 次に、「議案第5号　現況証明願の交付決定について」上程いたします。

事務局

議　長

番号1番の申請地は、中志筑の●●の東側約200mに位置し、現況は豚舎が

・・入室・・

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。事前調査委員の方、説明をお願いいたします。

なければ採決をしたいと思います。

賛成の方は挙手をお願いします。

かかろうが是正指導になります。例えば5年後に処分命令を出すということになれ
ば、相手方には弁明等の機会を与えます。処分命令を出す決定を皆さんがした

他にございますでしょうか。
よろしいでしょうか。

いつ発令するかは皆さんに、2ヶ月後なのか5年後なのか。それまでは基本、是正
指導になるかと。

場合、その場所を農地に復元するための積算をして費用を相手に請求することに
なります。委員会としても砕石置き場を確保する。裁判では法人の場合、1億円
以下の罰金の可能性があるということになります。

議　長
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議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

事務局

14番　鈴木委員

9番 栗山委員

議　長

9番 栗山委員

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

わかりました。

次に番号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）

場所は、●●十字路の手前の右側ですよね。

はい。

どうぞ。

14番　鈴木委員

議　長

これ中志筑の●●さんが売買したというような話を聞いたのですが。14番　鈴木委員

はい。

どうぞ。

現地に行きましたら、抜根してあり、原形がほとんどないんだよね。

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
交付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3番について、原案のとおり
交付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3番については、原案のとおり交付することに決定い
たします。

次に番号4番について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。

全員賛成ですので、番号1番については、原案のとおり交付することに決定い
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。

全員賛成ですので、番号2番については、原案のとおり交付することに決定い
たします。

ことから、証明しても差し支えないと思います。
以上、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。

事前調査員の方の説明が終わりました。

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。

議　長

議　長

（異議なしの声・意見、質問等なし）

（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
交付することに賛成の方は挙手をお願いします。

事務局説明を。

こちらに添付されている登記簿を見る限り、●●さんの所有です。



（暫時休憩　午後4時50分から午後5時00分）

議　長
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次に、「議案第6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。

議　長

お諮りします。会議を30分延長し、午後5時30分までとしたいと思いますが、
いかがでしょうか。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

ご異議ございませんので、午後5時30分までとします。

賛成多数ですので、番号4番については、原案のとおり交付することに決定い
たします。（賛成15名・反対4名）

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。

議　長

伝えるしかないと思います。
奥の山を資材置場にするとの弁明はしていきましたけど、その入り口がないので、
とも言っていました。後、仮に登記簿の変更で、委員会の証明があったとしても、

全員賛成ですので、「議案第5号　現況証明願いの交付決定について」は、原案
のとおり交付することに決定いたします。

現況写真と違うでしょう。欅の木植えてあって切っちゃってるでしょう。

事務局説明を。

先行して抜いたのかと思うのですが、4条5条関係は追認の許可ができます。
現況証明願は始末書を付けてというのがありません。許可以外の証明について、
皆さん方で判断していただいて、それでやっていただいたものが相手にそのまま

9番 栗山委員

議　長

事務局

登記官は見に来ますので、農業委員会の責ではない旨伝えました。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

議　長

休憩前に引き続き会議を開きます。

番号4番について、採決いたします。原案のとおり交付することに賛成の方は、
挙手をお願いします。

議　長

議　長

議　長

皆さんご存知かと思いますが、農地法第2条で畑で肥培管理をされてれば農地で
すが、肥培管理されていないとなるとまたやっかいかなと。
航空写真は、確かに山です。肥培管理されているだろうと言い切れれば、私は
大丈夫かなと個人的には思いますが。

議　長

議　長

議　長

事務局

9番 栗山委員

議　長

はい。

事務局説明を。

写真どおりじゃないんだよ。

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

どうぞ。

交付することに賛成の方は挙手をお願いします。

書類を見ていただきたいと思います。暫時休憩します。
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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

事務局

事務局

議　長

議　長

議　長

議　長

（異議なしの声・意見、質問等なし）

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。

事務局より、議案の朗読と説明をお願いいたします。

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49件。面積
は、139,185㎡。その内新規は22件で主な作物は水稲・レンコン等となります。
再設定は28件。主な作物は水稲・レンコン・果樹・野菜等となります。
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

します。

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

全員賛成ですので、「議案第6号　農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定議　長

次に「議案第7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
利用集積計画の農地中間管理機構の決定について」上程します。
事務局より、議案の朗読と説明をお願いいたします。

それでは、設定内容についてご説明いたします。28ページをご覧ください。

それでは、説明いたします。32ページをご覧ください。
市長より平成28年12月21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

次に、「議案第8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。

全員賛成ですので、「議案第7号　農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に
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

事務局

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
農林振興公社が農地中間管理権を取得する計画が5件、面積が18,413㎡です。
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。

18,413㎡です。なお、議案第7号の農用地利用集積計画の公告と本配分計画案の

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、公告すること

いたしました。

議　長

議　長

（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。
議案第7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。

議　長
議案第6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
よろしいですか。それでは採決いたします。

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したらお願いします。

思われます。以上です。

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。

事務局より議案の朗読及び説明をお願いいたします。

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



15

議案第8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。

全員賛成ですので、「議案第8号　農地中間管理事業の推進に関する法律第19条

他に事務局から連絡事項等ありましたらお願いします。

以上をもちまして第152回総会の日程は終了いたしました。

以上で本日の議案審議は終了しました。

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。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

議　長

議　長

事務局

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すでしょうか。

長時間にわたる慎重審議ご苦労様でした。

よろしいですか。それでは採決いたします。

事務局

議　長

事務局

（午後5時16分　閉会）

①平成28年度遊休農地の非農地判定について

③農業委員会県南連絡協議会全体研修会について
④農業委員名簿の配布について

②農業委員会新年会について


