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報告第10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17号　農地法第4条の規定による許可の取消願について

議案第21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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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

　　　　　  について

議案第25号　農地中間管理事業の推進に関する法律第19条第3項の規定による農地利用配分

議案第26号　農地法第3条第2項第5号の下限面積（別段の面積）の設定について

議案第23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

　　　　　　計画案の意見の決定について

第154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3号
　平成29年3月3日かすみがうら市農業委員会告示第3号をもって、平成29年3月10日(金)
　かすみがうら市霞ヶ浦庁舎大会議室に、第154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3月10日（金）　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　欠番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　欠席

議案第22号　現況証明願の交付決定について

報告第8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

議案第19号　農地法第3条の規定による買受適格証明願の交付決定について

17番 安田 秀徳

4.欠席委員

6.議事録署名委員
12番　山口 正男11番　中山 峰雄

諸般の報告について

報告案件について
日程の決定について

1番　海東 功　14番　鈴木 良道　19番　小松﨑 正衛

報告第7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について

議案第20号　農地法第4条の規定による許可申請について

報告第9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18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

16番 関川 忠雄15番 市川 敏光14番 欠席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 欠席

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

議事録署名委員について

8.閉会
午後4時37分閉会

議案第24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）



只今の出席委員は16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、11番 中山 峰雄委員、12番 山口 正男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）

只今から平成28年度第154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。

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

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。

（異議なしの声あり）

なお、委員会規則第6条により、1番 海東 功委員、14番 鈴木 良道委員、

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。

よって総会は成立しております。

次に、報告第7号、第8号、第9号、第10号の報告案件ですが、委員の皆様に、

議　長

事務局長

既に議案書が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

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。

議　長

（異議なしの声・意見、質問等なし）

議案の朗読及び説明が終わりました。これより議案審議に入ります。

蔵倉庫で農地法第4条許可しましたが、土地が軟弱地盤なため建築物を建てるには

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17号　農地法第4条の規定による許可の取消願いに

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

に入ります。

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。こちらの案件は平成28年7月11日に農産物貯事務局

（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。

それでは、議案審議に入ります。
はじめに、「議案第17号　農地法第4条の規定による許可の取消願について」
上程いたします。

議　長

議　長
議案第17号について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。

とに賛成の方は、挙手をお願いします。
それでは採決いたします。議案第17号について、原案のとおり許可を取り消すこ

ついて」上程いたします。事務局より、議案の朗読をお願いします。
次に、「議案第18号　農地法第3条の規定による権利の設定・移転の許可に
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議　長

19番 小松﨑 正衛委員から欠席届が提出されております。

不適ということで許可の取消願が提出されたものです。



許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。
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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
を計画しています。
番号2番は、●●公園の南側約500mに位置する水田になります。現況はきれいに
管理されていました。申請人は、番号1番と同一で、経営規模拡大による申請で

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。

す。作付作物はレンコンを計画しています。

許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。

番号3番は、国道354号線●●十字路から県道戸崎・上稲吉線を●●方面に進み
●●地内にある●●住宅の約400m東に位置する畑になります。申請地は篠が繁茂
した休耕田でした。作付作物は、露地野菜を計画しています。

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

書類審査後、現地調査を実施してきました。

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。

番号4番と5番は、●●の●●広場の南側約300ｍに位置する、畑と水田2筆になり

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。

ます。作付作物は、レンコンと野菜を計画しています。
番号6番は、●●の●●店の道路を挟んで反対側の畑になります。現況はきれい

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

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。

議　長

（異議なしの声・意見、質問等なし）

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。

番号1番は、●●郵便局の西に約500m位置する水田と、●●学校から南西に約450m

されていました。申請人は経営規模拡大のため、今回の申請に至りました。

に位置する水田になります。現況はどちらもきれいに管理されていました。

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。

3月2日、午前9時から霞ヶ浦庁舎において、私市川と関川委員と安田委員の3名で

議　長

15番市川委員

番号7番は、●●委員の自宅から北東約500mに位置する水田になります。現況は
きれいに管理されていました。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、水稲を計画しています。
番号8番は、●●の●●の西約350mにある畑になります。現況は、きれいに管理

番号9番は、●●公民館の東約200mに位置し、●●市との行政界にある畑になり

法人で、経営規模拡大のため、今回の申請に至りました。作付作物は栗を計画し
ています。以上、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。
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。

ます。現況は、きれいに管理されていました。申請人は、●●市の農地所有適格

（異議なしの声・意見、質問等なし）

に管理されていました。申請人は経営規模拡大のため、今回の申請に至りまし

作付作物は、苗木を計画しています。

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、原案のとおり

た。作付作物は、野菜を計画しています。

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

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

（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

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4番についてご意見ご質問等ございますでしょうか。

議　長

許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。

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）

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6番について、原案のとおり

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。

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、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。

議　長

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、原案のとおり議　長

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。

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

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）

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6番は原案のとおり許可することに決定いたします。

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8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

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
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議　長

議　長

（異議なしの声・意見、質問等なし）



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2番は原案のとおり交付することに決定いたします。

農用地区域内の水田です。現況は、きれいに管理されていました。
申請人は、水戸地方裁判所の競売に参加し、経営規模を拡大するため、今回の
申請に至りました。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、よろしくお願いいたします。

（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3番について、原案のとおり

申請地は、●●川沿いの水田で、●●の●●寺より西に約400mに位置する農振

ついて」上程いたします。事務局より、議案の朗読をお願いします。

交付することに賛成の方は、挙手をお願いします。

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18号　農地法第3条の規定による権利の設定・移転の

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

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

（異議なしの声・意見、質問等なし）

事前調査委員の方の説明が終わりました。

議　長

交付することに賛成の方は、挙手をお願いします。

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。

全員賛成ですので、番号1番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。
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議　長

全員賛成ですので、「議案第19号　農地法第3条の規定による買受適格証明願の
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。

議　長

議　長

事務局

15番市川委員

議　長

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。番号9番について、原案のとおり

農地法第3条の買受適格証明ということございます。

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

次に、「議案第19号　農地法第3条の規定による買受適格証明願の交付決定に

（異議なしの声・意見、質問等なし）

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。

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。

許可について」は、原案のとおり許可することに決定いたします。



議　長

議案の朗読が終わりました。事前調査委員の方、説明をお願いします。

事務局より、議案の朗読をお願いします。
次に、「議案第21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。

よろしいですか。それでは採決いたします。議案第20号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。

先ほど同様、●●自動車の北側にある畑です。
農地区分は、第2種農地と判断しました。
太陽光発電施設を計画しています。
転用による周辺農地への影響はないと判断しました。
許可要件は満たしていると考えます。
続いて、図面番号4番をご覧ください。
番号3番は、●●の●●公園北側約250mに位置する畑です。
農地区分は、第2種農地と判断しました。
キャンプ場への進入路に利用するため、今回の申請に至りました。
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。

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。

15番市川委員 それでは、農地法第5条の規定による許可申請について、説明いたします。

議　長 議案の朗読が終わりました。事前調査委員の方、説明をお願い申し上げます。

これより議案審議に入ります。議案第20号について、ご意見ご質問等ございます
でしょうか。

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。

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。
続いて、図面番号3番をご覧ください。

次に、「議案第20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

15番市川委員

議　長

全員賛成ですので、「議案第20号　農地法第4条の規定による許可申請について」

議　長

議　長

こちらは、農振農用地区域内にある畑です。農業用倉庫の建築を計画しています。
転用による周辺農地への影響はないと判断しました。
農業用倉庫の建築は不許可の例外に該当するため、問題ないと考えます。

議　長

事務局

（異議なしの声・意見、質問等なし）

続いて、図面番号5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。

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。

只今、事前調査委員の方の説明が終わりました。

農地法第4条の規定による許可申請について、説明いたします。
図面番号1番をご覧ください。
番号1番は、●●学校の南約600mに位置し、申請人の自宅付近です。

事務局

は、原案のとおり許可することに決定いたします。

番号1番は、●●の●●自動車北側の道路脇にある畑です。
農地区分は、第2種農地と判断しました。
太陽光発電施設を計画しています。
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図面番号2番をご覧ください。

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。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。
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続いて、図面番号6番をご覧ください。

只今、事前調査員の方の説明が終わりました。議　長

議　長

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

許可要件は満たしていると考えます。

番号4番は、大和田の●●庁舎南側約50mに位置する畑です。
農地区分は、第2種農地と判断しました。
太陽光発電施設を計画しています。

許可要件は満たしていると考えます。
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。

議　長

続いて、図面番号7番をご覧ください。
番号6番は、霞ヶ浦庁舎から国道354号線を●●方面に進行し、●●屋の手前

議　長

続いて、図面番号8番をご覧ください。

農地区分は、第2種農地と判断しました。
太陽光発電施設を計画しています。
転用による周辺農地への影響はないと判断しました。
許可要件は満たしていると考えます。

番号7番は、●●の●●公園東側約350mに位置する畑です。
農地区分は、第2種農地と判断しました。
太陽光発電施設を計画しています。
転用による周辺農地への影響はないと判断しました。
許可要件は満たしていると考えます。
続いて、図面番号9番をご覧ください。
番号8番は、●●学校、北側約100mに位置する畑です。

交差点左手にある道路沿いの畑になります。

これより、議案審議に入ります。
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。

太陽光発電施設を計画しています。
転用による周辺農地への影響はないと判断しました。

農地区分は、第2種農地と判断しました。
太陽光発電施設を計画しています。
転用による周辺農地への影響はないと判断しました。
許可要件は満たしていると考えます。

転用による周辺農地への影響はないと判断しました。
許可要件は満たしていると考えます。

続いて、図面番号10番、11番をご覧ください。

番号5番は、●●の●●モータース東側約200mにある畑になります。
農地区分は、第2種農地と判断しました。

太陽光発電施設を計画しています。
転用による周辺農地への影響はないと判断しました。

番号9番及び10番は、●●学校跡地北側約200mに位置する畑です。
農地区分は、第2種農地と判断しました。
太陽光発電施設を計画しています。
転用による周辺農地への影響はないと判断しました。
許可要件は満たしていると考えます。
続いて、図面番号12番をご覧ください。
番号11番は、●●の●●南側約150mに位置する畑4筆になります。
農地区分は、第2種農地と判断しました。



全員賛成ですので、番号4番については、原案のとおり許可することに決定いたし

議　長

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。

議　長

議　長
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

議　長

議　長

議　長

ます。

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

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。

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

（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。

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

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。

（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）

全員賛成ですので、番号3番については、原案のとおり許可することに決定いたし

（異議なしの声・意見、質問等なし）

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3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。

（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7番について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。

はい。
8

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。

議　長

議　長

議　長

11番中山委員

議　長

議　長

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。



9

どうぞ。

事務局説明を。

許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。

賛成多数ですので、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。

はい、先日栗山委員からご指摘を受けましたので、地権者に確認しましたところ
農地法第18条第6項の合意解約通知書の提出がありました。なお、締切日の翌日

どうぞ。

はい。

どうぞ。

この奥の538番地と539番地へは、トラクターが道路が狭くて入れないと思うので
すが。

事務局説明を。

はい、申請地にネットフェンスを設置しますと、入っていけなくなるとのことで
今回、進入路側へはネットフェンスを設置しない計画となっております。
進入路につきましては、今までどおり進入できると思います。

はい。

議　長

に提出がありましたので、翌月の報告事項になります。

工事車両は、2トン車が入ってくると思いますが、大丈夫ですか。

議　長

9番栗山委員

議　長

9番栗山委員

議　長

事務局

9番栗山委員

議　長

議　長

他にございますでしょうか。

議　長

11番中山委員 地上権設定120万とありますが、年120万なのですか。

事務局説明を。

はい、大変失礼いたしました。21年間の賃借料で120万でございます。

はい、わかりました。

事務局

11番中山委員

議　長

議　長

事務局

利用権の設定については、どうですか。9番栗山委員

9番栗山委員

議　長

事務局

議　長

旨の承諾書が添付されております。

他にございますでしょうか。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

事務局説明を。

事務局から工事施工業者に、周辺農地に影響がないようお願いしたいと思います。
また、地権者と事業者から連名で、申請地脇の道路側にフェンスを設置しない
ので奥の農地に入る場合は、今までどおり申請土地を使っていただいてもよい

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



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。

説明いたします。16番関川委員

事務局

原案のとおり許可することに決定いたします。

事務局より議案の朗読をお願いします。

ます。

次に、「議案第22号　現況証明願の交付決定について」上程いたします。

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。

議　長

議　長

なお、番号11番については、3,000㎡以上の案件となることから、16日の茨城県
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

議　長

 （磯部委員退席）

全員賛成ですので、番号9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。

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。

10

全員賛成ですので「議案第21号　農地法第5条の規定による許可申請について」は

図面番号13番をご覧ください。

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）

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

次に、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。

許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。

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。

（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
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

議　長

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。番号10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。

（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

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）

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

議　長

（異議なしの声・意見、質問等なし）

議　長

議　長

議　長

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。

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。

証明しても差し支えないと考えます。

よろしいですか、それでは採決いたします。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

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。

議　長

議　長

11

番号3番は、●●の●●公民館の南隣にある土地で、25年前から自宅敷地として
私用しており、現況も同様になっていることから、証明しても差し支えないと
考えます。
続いて、図面番号16番をご覧ください。
番号4番は、●●の●●の南約300mに位置する土地で、31年前から自宅敷地
として使用しており、現況も同様になっていることから、証明しても差し支え
ないと考えます。
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。

番号1番は、●●のガソリンスタンド十字路を●●方面へ約300m先にある
申請人の自宅敷地内の土地です。22年前から自宅車庫として使用しており、現況
も車庫として利用していることから、証明しても差し支えないと判断しました。
続いて、図面番号14番をご覧ください。
番号2番は、●●郵便局から県道石岡田伏土浦線を●●公園方面へ進み、
●●の信号を南に約180m進んだ先にある土地です。
41年前から倉庫敷地として使用しており、現況も同様になっていることから、

続いて、図面番号15番をご覧ください。

ます。

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
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。

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
交付することに賛成の方は、挙手をお願いします。



いると思われます。以上です。

議　長

よろしいですか。それでは採決いたします。
議案第23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

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3件、面積が

全員賛成ですので、「議案第22号　現況証明願の交付決定について」は、原案の

事務局より、議案の朗読と説明をお願いいたします。

いたしました。

利用集積計画の決定について」上程いたします。

次に「議案第24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

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

全員賛成ですので、「議案第23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」は、原案のとおり決定いたしました。

事務局

議　長

議　長

議　長

次に、「議案第23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

（異議なしの声・意見、質問等なし）

議　長
とおり交付することに決定いたします。

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。

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23件。面積
は80,365㎡。その内新規は14件で主な作物は水稲・野菜・レンコン等となります。
再設定は9件。主な作物は水稲・レンコン・果樹等となります。
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

議　長

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。

議　長

議　長

農林振興公社が農地中間管理権を取得する計画が6件、面積が14,250㎡です。
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
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。

（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。
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、計画内容についてご説明いたします。25ページをご覧ください。
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

よろしいですか。それでは採決いたします。
議案第24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。

それでは、説明いたします。28ページをご覧ください。
市長より平成29年2月24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

全員賛成ですので、「議案第24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25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

12

議　長

議　長

事務局



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

事務局

一部改正され、農業委員会は毎年下限面積の設定または修正の必要性について

（異議なしの声・意見、質問等なし）

次に「議案第26号　農地法第3条第2項第5号の下限面積の設定について」上程いた

ます。

ます。以上です。

います。

農地法施行規則の抜粋を添付しておりますので、参考としてください。
下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率
的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営
する農地面積が一定以上にならないと、許可はできないとするものです。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

も適用できる状況にないことから、別段の面積を定めず、50aのままとしたいと

します。

審議することとなっております。2015農林業センサスで、管内農家で50a未満の
耕地を耕作している農家が、全農家数の40％に満たないことと、平成28年度の

議　長

と低い状況であること、農地法施行規則第17条第1項及び第2項のいずれの規定

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。

します。

全員賛成ですので、「議案第26号　農地法第3条第2項第5号下限面積の基準に
ついて」は、原案のとおり決定いたします。

議　長

農地法第30条の規定に基づく利用状況調査の結果、管内の遊休農地率は5.64％

考えております。
なお、県内でも県北の市で40aや30aと定めている市がございます。

実情に合わない場合は、農業委員会で面積を定めることができることとなって
なお、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみて、その地域の
基本的に、北海道は2ha、都府県は50a以上とするものです。

に従い、市町村区域内の全部又は一部について、これらの面積の範囲内で別段の

施行規則上は、10a以上となります。

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

よろしいですか。それでは採決いたします。
議案第25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。

14,250㎡です。なお、議案第24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

全員賛成ですので、「議案第25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について」は、原案のとおり決定いたし

13

議　長

議　長

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。議　長

面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その
面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定することができることになり
ました。農業委員会の適正な事務の実施については、平成22年12月22日付けで

事務局より議案の朗読及び説明をお願いいたします。

平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が農林水産省令で定める基準

議　長 よろしいですか。それでは採決いたします。
議案第26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



（午後4時37分　閉会）

長時間にわたる慎重審議ご苦労様でした。

他に事務局からありますか。

⑧　委員会互助会の監査について

以上で、本日の議案審議は終了しました。

以上をもちまして第154回総会を閉会いたします。

事務局

⑥　（有）桑商からの資料昭和63年航空写真の追加について

議　長

⑦　農業委員活動記録の回収について

①　農地法第5条不許可通知について

⑤　海東委員の入院お見舞いについて

②　審査請求について

④　公開質問状等について
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③　傍聴人心得について

議　長


