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議事録署名委員について
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4.欠席委員

6.議事録署名委員
19番 小松﨑 正衛18番 磯部 潤一

第148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9号
　平成28年9月5日かすみがうら市農業委員会告示第9号をもって、平成28年9月12日(月)
　かすみがうら市霞ヶ浦庁舎大会議室に、第148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9月12日（月）　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　欠席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

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

議案第49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25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

その他

報告第26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50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51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52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53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



（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。

事務局 また、番号2番につきましては、農地の営農を継続しながら、上空に太陽光パネル

はじめに、「議案第49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。
事務局より、議案の朗読をお願いします。

議　長

なお、7番 貝塚 光章 委員より、

ご意見等ございませんので、報告案件は終わります。

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24号、第25号、第26号の報告案件ですが、委員の皆様に、既に議案

議　長

いたします。

議　長

事務局

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、事務局職員の永田係長を指名いたします。

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。

事務局長

議　長

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、早速質疑に入りま

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19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、18番 磯部 潤一委員、19番 小松﨑 正衛委員を指名

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）

委員会規則第6条による欠席届が提出されております。

只今から平成28年度第148回農業委員会総会を開会いたします。

を設置するために、区分地上権を設定するための申請でございます。これは農林
水産省農村振興局長通知の営農型太陽光発電設備等の許可制度上の取扱いにおい
て、太陽光パネル設置者と営農者が異なる場合には、地上権又はこれと内容を同
じくするその他の権利を設定するための農地法第3条第1項の許可を併せて行う
こととなっています。
それは、農地法の営農型発電設備への一時転用の扱いが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設定が必要となります。
農地法第3条第1項の許可基準では同条第2項各号に該当しない場合に許可できる
となっておりますが、農地法第3条第2項のただし書きにおいて、許可基準の許可
できない場合に該当してもこの限りでないとなっており、本案件はただし書きに
ある「民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利
が設定又は移転されるとき」に該当するもので、許可要件をみたしていなくとも
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事務局

番号4番につきましては、第1種農地の不許可の例外にある、一時的な利用で、

キクラゲ栽培の営農型の事例として、●●県の●●市で27年3月に5条の一時転用
許可を得ているので、●●市農業委員会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、知見を有する者の意見として●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
から、今回の事業計画は一般的な収量の8割以上収量確保することができますと

例外的に許可できる場合に該当します。これは平成25年3月31日付けで農林水産省
農村振興局長から「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての
農地転用許可制度上の取扱いについて」により通知された件に該当し、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327本分の面積とキュービクル1台分の面積です。支柱の
高さは最低地上高1.95メートルで、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アラゲキクラゲで菌床を用いて培養する計画です。今回の

番号1番及び2番につきましては、一体利用となり、農地転用面積が4ヘクタール超
となっておりますので、総会にて意見決定し、県へ進達する案件となります。

記載された通知も添付されております。
3

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。

（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

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。

議　長

許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。

議　長

事務局

次に、「議案第50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、議案の朗読をお願いします。

議　長

議　長

皆様の更なる審議の程、よろしくお願いいたします。

ています。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。

只今、事務局の説明にあったように、番号2番については、この後の農地法第5条

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。

場所でございますが、下佐谷の農村集落センターから北東に約100ｍにある畑で
あります。譲渡人は人手不足で耕作困難であり、譲受人は自宅に隣接する農地で
耕作利便を図れることから今回の申請にいたりました。作付作物は野菜を計画し

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、事前調査委員の方、番号1番について説明をお願いいたします。

全員賛成ですので、「議案第49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」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。

議　長 議案の朗読及び追加の説明が終わりました。

17番 安田委員 それでは農地法第3条の番号1番について、私の方よりご説明いたします。

議　長

許可できるものです。そのため、通常の審査で必要な全部効率利用要件や農作業
常時従事要件は必要ありません。
パネル設置計画などの具体的な計画については5条許可の際に判断することと
なるため、3条の段階では内容の確認程度になりますので、農地法第5条の許可と
併せて審議をお願いいたします。



ご意見ご質問等ございますでしょうか。

9番 栗山委員

議　長

9番 栗山委員

また、先程の議案第49号の番号2番と併せて　審議をお願いいたします。

はい議長。

どうぞ。

太陽光発電事業に反対するわけではないのですが、工事完了後の管理で大量の
除草剤を使うと思うのですが、非農地用の除草剤を使うのではないかと思います。
私たちは農地を守る立場なので、その時に影響があるのかないのか、心配なので
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議　長

16番 関川委員

転用期間は3年間の一時転用で、3年ごとに許可を得れば更新可能となります。
また、作物収量が一般的な収量の8割以上が条件となっております。営農計画での

向かう途中の●●●●●から右に約150ｍ進んだところにある農地です。
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。許可要件は満たしていると考えます。
次に、番号4番と3条許可の番号2番ですが、図面番号3番になります。申請地は、
戸沢公園の反対側で現況栗畑です。農地区分は第1種農地と判断しました。

現地に行ったことのある場所と記憶しております。場所は、消防署から入って

設置し、その下で地権者が菌床でアラゲキクラゲを栽培して、地上権を設定する
とのことです。

農地面積は、9,372㎡ですが営農型太陽光発電施設ということです。転用面積は
支柱部分とキュービクル1台分の面積で、6.03㎡です。事業者がパネル2,376枚を

次に、番号2番ですが、図面番号は1番になります。消防署から県道牛渡馬場山

パネルは56,012枚を設置し、雨水処理については調整池を3箇所設置するという
ことで、図面番号1番を見てください。市管理の水路と●●●●の水路を経由

皆様の更なる審議の程、よろしくお願いいたします。

したりし菱木川へ放流する計画です。調整池の容量・構造・放流量については、

水路使用の同意を得ているとのことで、転用による周辺農地への影響はないと

土浦線を馬場山方面に向かう途中です。農地区分は第2種農地と判断しました。

鉄板を撤去し原状を回復するとのことですので、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3番ですが、図面番号は2番になります。申請地は坂地内で、郷土資料館へ

判断しました。許可要件は満たしていると考えます。

県の林政課及び河川課と協議を了しており、また、●●●●土地改良区からは

収穫は約9割を見込んでおり、販路については、●●●●●●●●●●●及び

遊休化した農地を太陽光発電事業のため、地上権設定するということです。
農地は約7ヘクタールですが、山林が189,491㎡、原野が8,007㎡、雑種地38㎡
法定外道路部分が1,449㎡を一体利用し、全体で270,483㎡となります。

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。

●●●という会社の裏の区域でございます。既に農地は荒れておりました。
山の中の農地ということで、農地区分は第2種農地と判断しました。

はい、ご説明いたします。番号1番ですが、以前私が会長だった時に、全員で

太陽光発電事業に伴う造成工事を行う際、市道幅員が2ｍしかないため、大型車

許可要件は満たしていると考えますが、皆様の更なる審議の程、よろしくお願い
します。

番号1番及び2番については、譲受人が同一でありますので、一括審議とします。

只今、事前調査員の方の説明が終わりました。議　長

議　長

による資材搬入ができないことから、延長約160ｍの市道両脇を一時的に拡幅し、
農地を賃貸借する内容です。転用期間は工事期間の1年4か月で工事完了後は、

青果市場に出荷販売する計画とのことです。



事務局

議　長

はい。9番 栗山委員

参考に伺いたい。

はい、林地開発案件ですので、担当部局等に確認し次回総会で報告したいと思い

栗山委員よろしいですか。

事務局から説明をお願いします。議　長

ます。

議　長

議　長

議　長

5

はい。

はい。

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。

どうぞ。

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。

議　長

この譲渡人の法人は、過去に経営規模拡大で農地を取得したと思いますが、耕作

議　長

事務局 はい。申請書には、農業経営規模縮小を図りたいとの記載がございます。

栗山委員よろしいですか。

はい。

議　長

事務局から説明をお願いします。議　長

9番 栗山委員
したことがないように思われます。農業実績はないと思いますが。

議　長

よろしいですか。それでは採決いたします。番号1番及び2番について、原案の

（異議なしの声・意見、質問等なし）

賛成多数ですので、番号1番及び2番については、原案のとおり許可相当とする
ことに決定します。

ます。

とおり許可相当とすることに賛成の方は、挙手をお願いします。

番号4番については、議案第49号の番号2番と併せて一括審議とします。

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）

ご意見ご質問等ございますでしょうか。

9番 栗山委員

議　長

議　長

なお、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

理由を伺いたいと思います。

賛成多数ですので、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

議　長

9番 栗山委員

その他、ございますでしょうか。

その他、ございますでしょうか。

16番 関川委員



貸人の年齢が90歳となっていますが、耕作は60歳代の倅さんが耕作するとのこと

どうぞ。

先ほどの説明で、説明不足がありましたので補足説明します。

ものと思います。
また、今回は太陽光事業者の方でも、耕作者は始めて栽培する作物なので、収穫

6

はい。

事務局から説明をお願いします。

はい、栽培方法ですが、パネルの下に木のラックを設置し、菌床ブロックを
3段に並べて栽培します。菌床ブロックは全部で21,600個とのことで、1つの

はい。

等支援をしていきたいとのことです。

議　長

事務局

なるのですか。

事務局から説明をお願いします。

はい、国の通知によると毎年2月末までに収量の報告を農業委員会に報告して

はい。

その他、ございますでしょうか。

いただき、国へも報告します。そこで判断するのと、現地確認を行うことになり
ます。仮に営農されていない場合、指導を行うことになります。また、作付作物
の変更を行う場合、やはり、収量の8割は収穫できるような計画変更をしていた
だくことになります。

です。また、お孫さんもいるので耕作は大丈夫と思います。

議　長

16番 関川委員

議　長

9番 栗山委員

議　長

3年ごとの再審査となるのはわかりますが、仮にキクラゲを作らない場合はどう9番 栗山委員

どうぞ。

設置者が撤去しますとの誓約書がございます。
相談の段階でも、営農する方と太陽光事業者が違いますので、リスクがある旨
何度も説明してきた経過がございますので、両者とも理解していただいている

9番 栗山委員

議　長

9番 栗山委員

議　長

事務局

どうぞ。

太陽光の撤去についても、説明をお願いします。

事務局から説明をお願いします。

仮に、太陽光事業者が撤去しなければならなくなった場合、その撤去費用を
誰が持つのかということですが、今回の申請書にも添付されていますが、

菌床で約850ｇ収穫できるそうです。収穫は年3回収穫できるそうです。

16番 関川委員

議　長

事務局

乾燥させた状態での販売ということです。菌床の費用は、全部で約2,600万円
かかります。その他、自宅に乾燥設備の設置をするのと、パネル間に寒冷紗を
掛けたり、スプリンクラーを設置するそうです。設備費だけでも約2,000万円
を超える計画です。また、毎年菌床は購入することになります。

どうぞ。議　長

キクラゲの栽培方法等、事務局から説明してください。16番 関川委員
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よろしいですか。それでは採決いたします。
議案第51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51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。

全員賛成ですので、「議案第52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

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。

次に「議案第52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

は、9,287㎡。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1件。主な作物は花きとなります。
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

議　長

議案第52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

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3件。面積

す。

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51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。

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。

いたしました。

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）

議　長

事務局

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。22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

農林振興公社が農地中間管理権を取得する計画が103件、面積が365,983.97㎡で
す。作物は、水稲・野菜・レンコン・苗木・飼料作物となります。
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
思われます。以上です。

よろしいですか。それでは採決いたします。

他にございますでしょうか。

こうした初期投資費用の支援も、太陽光事業者が行うとのことです。

議　長

議　長

議　長

（異議なしの声・意見、質問等なし）

議　長

議　長

議　長

議　長

無いようですので採決いたします。番号4番及び議案第49号番号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。

賛成多数ですので、番号4番及び議案第49号の番号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ます。



⑤　公売について

③　申請書締切日の変更について

次に、「議案第53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。

それでは、説明いたします。66ページをご覧ください。
市長より平成28年8月22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103件、面積が

議　長

8

①　農業委員会視察研修について

（午後3時21分　閉会）

議案第53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

議　長

他に事務局から連絡事項等ありましたらお願いします。

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53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

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したらお願いします。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

議　長 以上をもちまして第148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　かすみキッチン食事協力について

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

365,983.97㎡です。なお、議案第52号の農用地利用集積計画の公告と本配分計画

④　会議録署名委員の変更について

事務局

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。

よろしいですか。それでは採決いたします。

事務局


