
①
②
③
④

⑤

⑥

議案第45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47号　現況証明願の交付決定について

報告第21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22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46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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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 欠席

18番 磯部 潤一17番 安田 秀徳
16番 関川 忠雄

第147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8号
　平成28年8月3日かすみがうら市農業委員会告示第8号をもって、平成28年8月10日(水)
　かすみがうら市霞ヶ浦庁舎大会議室に、第147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8月10日（水）　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

15番 市川 敏光14番 鈴木 良道13番 小松﨑 誠

4.欠席委員

6.議事録署名委員
17番 安田 秀徳16番 関川 忠雄

諸般の報告について

報告案件について

11番 中山 峰雄

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

8.閉会
午後2時53分閉会

議案第48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

報告第23号　制限除外の農地移動届出の受理について



14番 鈴木委員 はい、8月2日午前9時から霞ヶ浦庁舎において、私鈴木と山口委員と中山委員の
3名で、書類審査後に現地調査を実施してきました。
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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。

の規定により、16番 関川 忠雄 委員、16番 安田 秀徳 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）

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147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。

次に、報告第21号、第22号、第23号の報告案件ですが、委員の皆様に、既に議案

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

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

（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。

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。

議　長

なお、11番 中山 峰雄 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。

はじめに、「議案第45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」上程いたします。

番号1番ですが、場所は霞ヶ浦大橋のたもとにある水田です。
現況は、譲受人の水田と一体的に水稲を作っておりました。いい田でした。

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。

番号2番と3番は関連がありますので、合わせて説明いたします。
県道土浦笠間線を旧八郷方面に向かい、上志筑にあるコンビニエンスストア100ｍ
先を左折し、直ぐのところに私道入口があり、番号3番の土地3筆がまとまってい
ます。進入路がなく耕作困難なことから譲受人の使用している土地に隣接してい
るため、3筆を譲り渡す内容でございます。

少し奥に入ったところにある番号2番の水田は、重機で整地の途中でした。
こちらの作物は、水稲で販売はせずに自社処理の計画がされております。

来年からサツマイモの作付が計画されており、重機で整地しておりました。

譲受人は、市内に本店を置き、つくば市の耕作証明書が添付してあり、約6反歩

議　長

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。

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。事務局



県道戸崎上稲吉線沿いに位置し、譲受人の住宅敷地北側が駐車場、物置、資材
置場等になっていました。
農地区分は第1種農地と判断しました。問題ないと見てまいりました。
追認ということで、始末書が添付されていました。

判断しました。許可要件は満たしていると考えます。
番号2番ですが、図面番号2番をご覧ください。申請地は、椎名家住宅の南側の

議　長

議案の朗読が終わりました。事前調査委員の方、説明をお願いいたします。

中山委員さんと私とで、事務局から説明を受けた後、事務局2名と現地に行って

議　長

それでは、私の方から報告させていただきます。8月2日午前9時から鈴木委員さん12番 山口委員

議　長

まいりました。報告いたします。

●●●●●●●●方面に、約200ｍ入ったところにあります。

議　長

皆様の更なる審議の程、よろしくお願いいたします。

農地区分は第2種農地と判断しました。転用による周辺農地への影響はないと

番号1番ですが、図面番号1番をご覧ください。申請地は、坂大平地内交差点から

周辺は、太陽光発電施設が整備されておりました。

許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。

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。

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。

あり、きれいに保全管理している畑でした。

（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。

現況は保全管理された畑で、太陽光発電事業のための売買ということです。

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番と番号3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。
ご意見ご質問等ございますでしょうか。

議　長

（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。

議　長
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予定しているとのことです。
農産物の販路は、サツマイモは市内の●●●●に出荷、野菜等はＪＡに出荷を
農地所有適格法人の要件を満たしております。
耕作しており、現地においてトラクター等農機具の確認をしておりますので、

議　長

議　長

議　長

事務局

よろしいですか。それでは採決いたします。番号2番及び番号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、「議案第45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」は、原案のとおり許可することに決定いたします。

次に、「議案第46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。

番号3番ですが、図面番号3番をご覧いただきたいと思います。
申請地は、田伏郵便局から南側約90ｍのところで、県道石岡田伏土浦線沿いに



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

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。

ます。

議　長

議　長

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

続きまして、番号4番、図面番号4番をご覧ください。申請地は、牛渡地内の
水資源道路、貯水タンクのあるところで、申請者は親子で、子が自己住宅を

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1種農地と判断しました。問題ないと見てまいりました。
番号5番ですが、図面番号5番をご覧ください。申請地は、国道354号線を玉造
方面に向かい、●●●●を左側に約300ｍ入ったところの土地で、現況は畑で
した。農地区分は第2種農地と判断しました。
両側に家が建っていまして、その間ですので、問題ないと見てまいりました。

太陽光発電事業のための売買ということです。

（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

議　長

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

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。

農地区分は第2種農地と判断しました。

議　長

建てるため、土地は使用貸借の申請内容です。

只今、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。

（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。

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。

皆様の更なる審議の程、よろしくお願いいたします。

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

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

（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
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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
許可することに賛成の方は、挙手をお願いします。



原案のとおり交付することに決定いたします。

いると思われます。以上です。

以上で本日の議案審議は終了しました。

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。

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、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、「議案第46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。

全員賛成ですので、「議案第47号　現況証明願の交付決定について」は、　

します。

全員賛成ですので、「議案第48号　農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定

（異議なしの声・意見、質問等なし）

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。

議　長

議　長
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14番 鈴木委員

皆様の更なる審議の程、よろしくお願いいたします。

議案第48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

議　長

はい、申請地は、44年以上前から自己住宅用地として使用しております。

次に、「議案第48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。
事務局より、議案の朗読及び説明をお願いいたします。

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。

事務局

議　長

議　長

議　長

事務局

次に、「議案第47号　現況証明願の交付決定について」上程いたします。
事務局より議案の朗読をお願いします。

議　長

証明しても差し支えないと思います。

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。

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。

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10件。面積
は、21,084㎡。その内新規は8件で主な作物は水稲・果樹・野菜となります。
再設定は2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

現在も建物があり、農地復元は困難と判断しました。よって非農地として

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

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。

事務局
②7月20日農業委員会意見書の提出について
③暑気払いの決算報告について

⑤かすみがうら祭への参加に伴う委員の検便協力について

議　長

議　長

⑥区域指定調査について
⑦委員会視察研修について
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（午後2時53分　閉会）

④議事録の市ホームページ掲載について

①10月総会日にかすみキッチンでの昼食協力について

以上をもちまして第147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。


