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4.欠席委員

6.議事録署名委員

第150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11号
　平成28年11月4日かすみがうら市農業委員会告示第11号をもって、平成28年11月10日(木)
　かすみがうら市霞ヶ浦庁舎大会議室に、第150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11月10日（木）　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

3番　齋藤 幸雄1番　海東 功

諸般の報告について

報告案件について

7番　貝塚 光章　17番　安田 秀徳　19番　小松﨑 正衛

日程の決定について

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

報告第30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2時59分閉会

議案第60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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入ります。
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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。

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30号、第31号、第32号の報告案件ですが、委員の皆様には、既に

議　長

します。

はじめに、「議案第59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。
それでは、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。

（異議なしの声あり）

よって総会は成立しております。
只今の出席委員は17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、1番　海東 功委員、3番　齋藤 幸雄委員を指名いた

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）

議　長

なお、委員会規則第6条により、7番　貝塚 光章委員、17番　安田 秀徳委員、
19番　小松﨑 正衛委員から欠席届が提出されております。

議　長

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

只今から平成28年度第150回農業委員会総会を開会いたします。事務局長

議　長

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、早速質疑に
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。

11月2日午前9時から霞ヶ浦庁舎において、齋藤委員と久松委員と私飯田の3名で、

（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

書類審査後に現地調査をしてまいりました。
1番の案件でございますが、坂の田ですが、牛渡の外葉寄りにあるレンコン田で

次に、3番。下土田の6号国道沿いの●●●●さんのところを、石岡方面に向かい

2番 飯田委員 ご報告申し上げます。農地法第3条の規定による権利の設定、移転ということで、

ございました。問題はなしと見てまいりましたが、皆様のご審議の程よろしく
お願いいたします。
次に2番でございます。中志筑、●●●●●の先300mほど、左側の水田でござい
す。よく耕されておりました。これは、非常にきれいになっており、問題はない
と見てまいりました。更なるご審議の程、よろしくお願いいたします。



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。

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。

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

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

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。

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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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。

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）

よろしいですか。それでは採決いたします。

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、5番ですが、親子関係で父親が息子さんに貸借するとのことでございます。

の水田で、若干草が繁茂している状況ですが、耕せば問題なしと見てまいりまし

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。

非常に筆数が多くございましたが、半分くらいは雑草が生えておりましたが、
管理すれば農地になると見てまいりました。また、栗畑もあり、問題なしと見て
まいりました。更なる審議の程、よろしくお願いいたします。
次に、6番の案件でございます。下土田の●●●のところから、●●さんの近く

た。以上6案件について、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。

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。

（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。

議　長

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　長

議　長

の前を入ったところに●●さんの住宅がございます。現在住んでいないというこ
とで、贈与するとのことでございますが、農地として若干草は出ておりましたが
問題ないと見てまいりました。更なる審議の程、よろしくお願いいたします。

その前の農地を売買するとのことですが、農地は雑草が茂っておりまして、繁茂
している状況ですが、農地としては問題ないと見てまいりました。これも、更な
る審議をよろしくお願いいたします。
次に、4番の案件でございますが、中志筑の●●●●●●の入り口の左側の住宅

右に入ったところに住宅がございます。住宅は現在住んでいないそうですが、

議　長
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ための進入路とメンテナンス用の車両回転場所、車両置き場に供するため、今回

番号3番は、●●●●●●●の南西約150ｍある畑で、農地区分は、第2種農地と

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。

番号2番は、西野寺の●●●●●の北東約150mにある畑で、農地区分は第3種農地
と判断しました。申請人は、●●さんと親子で、贈与の所有権移転、●●さん
とは売買での所有権移転で、自己住宅を建築するため、今回の申請に至りました。

る意思がなく、過小残地となること、また都市計画法開発許可の協議も了して
いることから、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。

判断しました。太陽光発電事業のため、地上権設定するということです。

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。

（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　長

議　長
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。議　長

議　長

議　長

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。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

これより、議案審議に入ります。

許可要件は、満たしていると考えます。

只今、事前調査員の方の説明が終わりました。

11月2日午前9時から霞ヶ浦庁舎において、齋藤委員と飯田委員と私久松の3名で、
書類審査後に現地調査をしてまいりました。

次に、「議案第60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

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

図面番号1番をご覧ください。番号1番は、坂の●●●●●の南東約120mにある
畑で、農地区分は、第2種農地と判断しました。
申請人は、申請地南側に隣接する山林2筆5,762㎡へ、太陽光発電施設を設置する

許可要件は、満たしていると考えます。
続いて、図面番号2番をご覧ください。

議　長

議　長

4番 久松委員

議　長

全員賛成ですので、「議案第59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。

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。

申請面積が500㎡超えていますが、隣接農地の所有者が、残地分の114㎡を耕作す

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。

それでは、農地法第5条申請による、ご説明をいたします。



議　長

議　長

議　長

本案件は、関東信越国税局から出ている公売案件になります。入札期間は、

全員賛成ですので、「議案第60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3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
ます。

議　長

事務局

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
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。

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

事前調査員の方、説明をお願いいたします。
議案の朗読及び説明が終わりました。

次に、「議案第61号　農地法第5条の規定による買受適格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及び説明をお願いします。

平成28年11月25日から12月2日までとなっております。また、買受適格を有する旨
を証明するほか、証明書の交付を受けた者が、最高価買受申出人または次順位
買受申出人となり、当該許可の申請書を提出された場合において、買受適格証明
の交付時と事情が異なっている場合を除き、専決処分において許可して良いかも
併せて審議お願いいたします。

（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

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、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）

図面番号4番をご覧ください。申請地は、下稲吉の●●●●の南側約50mにある
休耕田で、農地区分は第2種農地と判断しました。

4番 久松委員

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。議　長

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

只今、事前調査員の方の説明が終わりました。議　長
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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

議　長

申請人は、関東信越国税局の公売に参加し、太陽光発電事業に供するため、今回

議　長

議　長

議　長

議　長



議　長

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。

ました。
図面番号5番をご覧ください。番号1番と2番の申請地は、●●●●●●●●●

事務局

議　長

議　長

議　長

事務局

議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

全員賛成ですので、「議案第62号　現況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

3番 齋藤委員

よろしいですか。それでは採決いたします。番号1番及び番号2番について、原案

支えないと思いますが、委員の皆様の更なる審議の程、よろしくお願いします。

議　長

はい、現況証明願の説明をします。

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

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1番及び番号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。

去る、11月2日飯田委員、久松委員、齋藤で、事務局説明の後、現地を見てまいり

（異議なしの声・意見、質問等なし）

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。

只今、事前調査員の方の説明が終わりました。

続いて、図面番号6番をご覧ください。番号3番の申請地は、●●●●●●の
南側約150mに位置し、現況は山林になっていました。こちらも20年以上前から
山林となっており、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

番号1番及び番号2番については、願出人が同一人ですので、一括審議とします。

●●●●の南東約250mに位置し、どちらも車庫や倉庫等が建っておりました。
どちらも25年以上前から宅地として使用しており、現況も申請どおりとなって
いました。

次に、「議案第63号　農地改良協議書に対する同意について」上程いたします。
それでは、事務局より、議案の朗読をお願いします。
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ご意見ご質問等ございますでしょうか。

交付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）

次に、「議案第62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。

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
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、「議案第61号　農地法第5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します。



原案のとおり同意することに決定いたします。

どちらも同意相当と判断しましたが、委員の皆様の更なる審議の程、よろしく
発生する土を左右の残地へ入れ、畑として栗を栽培する計画となっております。

番号2番の申請地は、稲吉南の●●●●●の●●●●●東側に隣接する田になり

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）

議　長

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
同意することに賛成の方は、挙手をお願いします。

ます。申請地は、中央を都市計画道路神立停車場線用地として、両側3箇所に
分断されることから、市が発注した都市計画道路神立停車場線道路改良工事から

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。議　長

続いて、番号8番をご覧ください。

番号1番の申請地は、上志筑の●●●●●に隣接する畑になります。申請地が県道

高低差を解消するための申請となります。
改良後は、栗と柿を植える計画となっております。

3番 齋藤委員

より低いので、上佐谷地内の市が発注した道路改良工事から発生する土を入れ、

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

議　長

（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同意することに決定いたし

事前調査員の方、説明をお願いいたします。

議　長 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。

は、8,990㎡。その内新規は3件で主な作物は水稲・銀杏となります。

議案第64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
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議　長 全員賛成ですので、「議案第63号　農地改良協議書に対する同意について」は、

同意することに賛成の方は、挙手をお願いします。

事務局より、議案の朗読及び説明をお願いいたします。

次に、「議案第64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 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

議　長

ます。

議案の朗読が終わりました。

図面番号7番をご覧ください。
農地改良協議書に対する同意について、説明申し上げます。

議　長

議　長

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
いると思われます。

議案の朗読及び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。

（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。



⑤　農業委員会新年会について

議　長

議　長

議　長 以上をもちまして第150回総会を閉会いたします。
長時間にわたる慎重審議ご苦労様でした。

②　農地法第30条利用状況調査結果報告について

④　第12回かすみがうら祭り決算報告について

事務局

他に事務局から連絡事項等ありましたらお願いします。

⑥　茨城県行政書士会調査協力について

議　長

（午後2時59分　閉会）

します。

③　平成28年度農業委員会視察研修決算報告について

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。

①　農業委員会業務必携の配布について

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64号　農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定
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