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報告第36号　制限除外の農地移動届出の受理について

議案第66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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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

報告第33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

13番 小松﨑 誠
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6.議事録署名委員
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なし

第151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12号
　平成28年12月5日かすみがうら市農業委員会告示第12号をもって、平成28年12月12日(月)
　かすみがうら市霞ヶ浦庁舎大会議室に、第151回かすみがうら市農業委員会総会を招集する。
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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 中山 峰雄

18番 磯部 潤一17番 安田 秀徳
16番 関川 忠雄15番 市川 敏光14番 鈴木 良道

報告第34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ついて

その他

報告第35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67号　現況証明願の交付決定について
議案第68号　農地改良協議書に対する同意について

議案第65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69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

8.閉会



事務局

書類審査後に現地調査をしてまいりました。
番号1番は、わかぐり運動公園から●●方面に約650m進んだ右側にある畑になり

番号4番は、上稲吉の県道土浦・笠間線から馬立に抜ける道の途中にある●●

5番 井坂委員 それでは、ご報告申し上げます。

ます。現況はきれいに管理された畑でした。申請人は経営規模拡大のため、今回
の申請に至りました。作付作物は野菜を計画しています。
番号2番は、牛渡の●●地内にある蓮田です。申請人の自宅南側にあります。
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3番は、中志筑の●●から北東約180mにある水田になります。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。

事務局長

議　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
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、事務局職員の山本局長補佐を指名いたします。

12月2日午前9時から霞ヶ浦庁舎において、私井坂と中根委員、貝塚委員の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。

只今から平成28年度第151回農業委員会総会を開会いたします。

（異議なしの声あり）

只今から午後6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

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。

第12条第2項の規定により、4番 久松 弘叔委員、8番 宮本 教夫委員を指名いた

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

に入ります。
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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。

はじめに「議案第65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。

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6時までといたします。

次に、報告第33号、第34号、第35号、第36号の報告案件ですが、委員の皆様には、既に

議　長

します。



番号9番は、県道土浦・笠間線沿いの、中佐谷地内に点在する36筆の田畑となり
ます。経営移譲年金の再設定のため、今回の申請に至りました。
以上、各申請とも農地法第3条第2項各号には該当しないため、許可要件を満たし

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6番は、男神の●●北東にある●●さんの自宅の周りの畑になります。
現況は何も耕作されていない、きれいな畑でした。申請人は、父親から贈与を受

の南側にある畑になります。譲渡人が申請土地の相続をしましたが、耕作でき
ないため、今回の申請に至りました。作付作物は大豆を計画しています。
番号5番は、中佐谷地内を流れる雪入川付近に点在する田畑になります。

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
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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。

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）

け、経営規模拡大するため、今回の申請に至りました。作付作物は、さつまいも

なります。農地所有適格法人として子が新規就農するため、今回の申請に至りま

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。

を計画しています。
番号7番は、男神の●●の南側約200mに位置する畑です。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8番は、下土田の申請人自宅周りに密集する畑と天の川左岸にある水田と

した。作付作物は、梨、ぶどう、水稲を計画しています。

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。

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。

よろしいですか。それでは採決いたします。

議　長

議　長

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）

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

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。

委員の皆様の更なるご審議の程、よろしくお願いいたします。



議　長

議　長

議　長

議　長

はい。12番 山口委員

（異議なしの声・意見、質問等なし）

その他、ございますでしょうか。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。

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8番について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。

山口委員よろしいでしょうか。

議　長

議　長

12番 山口委員

事務局

12番 山口委員

はいそうです。後継者の方が一般的には息子さんですが、個人の事情等があり事務局

はい。

どうぞ。

12番 山口委員

議　長

事務局で説明をお願いします。議　長

議　長

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。

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）

議　長

ちょっと聞きたいのですが、経営移譲年金の再設定は何年以上なのですか。

10年以上です。

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。

はい。

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

12番 山口委員

議　長

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

山口委員どうぞ。

申請は、個人で出すのですか。

第3者の方に農業経営を移譲する場合には、必要となります。

事務局で説明をお願いします。
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議　長

議　長

議　長

議　長

議　長

番号3番は、●●公園の南西約300mにある畑です。農地区分は、第2種農地と

議　長

議　長

6番 中根委員

（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。

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。

（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65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。

許可要件は満たしていると考えます。

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。

それでは、ご説明いたします。

只今、事前調査員の方の説明が終わりました。

次に、「議案第66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、国道6号下稲吉十字路沿いにある畑
です。農地区分は、第2種農地と判断しました。
申請人は、コンビニ経営を営む法人で、新たなコンビニを建設する目的で今回の
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。

以上、委員の皆様の更なるご審議の程、よろしくお願いいたします。

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。
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2番をご覧ください。

判断しました。太陽光発電事業のため、地上権を設定する内容です。
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。
続いて、図面番号4番をご覧ください。
番号4番は、一ノ瀬上流木の川沿いの田畑になります。農地区分は、農振農用地
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番号2番は、●●の南側にある畑です。農地区分は、第2種農地と判断しました。
1筆の一部を利用し、農作物作業所を建設する目的で、今回の申請に至りました。

続いて、図面番号3番をご覧ください。

となります。●●地内の太陽光発電関連施設用の鉄塔を建てるため、大型車両の
進入路用地を確保するための一時転用となります。

（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4番について、原案のとおり

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

議　長

議　長

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
ます。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

議　長

議　長

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。

（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

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。

次に、「議案第67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。

（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。

只今、事前調査員の方の説明が終わりました。

ないと思いますが、委員の皆様の更なる審議の程、よろしくお願いいたします。

はい、それでは説明いたします。

議　長

7番 貝塚委員

議　長
許可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。

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。

議　長

議　長

議　長

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。

図面番号5番をご覧ください。
番号1番の申請地は、新治江後田地内の●●の北東に位置し、現況は住宅敷地と
なっており、車庫等も建っておりました。どちらも36年以上前から宅地として
使用しており、現況も申請どおりになっていることから、証明しても差し支え

議　長

事務局

議　長

事前調査員の方、説明をお願いいたします。

議　長
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議案の朗読が終わりました。

全員賛成ですので、「議案第66号　農地法第5条の規定による許可申請について」



飯田委員、よろしいでしょうか。議　長

はい、わかりました。2番 飯田委員

飯田委員どうぞ。

土を入れた経過がございますが、土が不足していたことから今回再度入れたいと

議　長

この場所は以前にも許可した場所と思うのですが。2番 飯田委員

議　長

交付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。

図面番号6番をご覧ください。
それでは、説明申し上げます。

次に、「議案第68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。

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

同意することに賛成の方は、挙手をお願いします。

他に、ご質問等ございますでしょうか。議　長

事務局

事務局

議　長

事務局で説明をお願いします。

はい、以前市が発注した環境科学センターに向かう道路改良工事から発生した

議　長 全員賛成ですので、「議案第68号　農地改良協議書に対する同意について」は、

全員賛成ですので、「議案第67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

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

2番 飯田委員

議　長

（異議なしの声・意見、質問等なし）

のことです。

事前調査員の方、説明をお願いいたします。

只今、事前調査員の方の説明が終わりました。議　長

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、よろしくお願いし

番号1番の申請地は、加茂地内から戸崎方面、●●に抜ける道路の途中にある畑

停車場線道路改良工事から発生する土を入れ、高低差を解消するための申請と
なります。改良後は栗を植える計画となっております。

になります。申請地が市道より低いので、下稲吉地内の市が発注している神立

7番 貝塚委員

議案の朗読が終わりました。

議　長

それでは、事務局より、議案の朗読をお願いします。

（異議なしの声・意見、質問等なし）

7

はい。

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

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。



再設定は21件。作物は、果樹、水稲、牧草、レンコン、芝、苗木、となります。

⑦　平成29年度版農業委員手帳の配布について
⑧　個人番号の事務局提出について

⑩　平成29年度総会日等について
⑨　県南連絡協議会主催農業委員全体研修会について

8

（午後5時6分　閉会）

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69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。

します。

③　刑事訴訟法第239条第2項について

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26件。面積

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　茨城県農地法事務手引きの許可基準（抜粋）について

以上で本日の議案審議は終了しました。

議　長

全員賛成ですので、「議案第69号　農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定

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。

長時間にわたる慎重審議ご苦労様でした。

②　違反転用に対する処分(法第51条)ついて

④　経営移譲型農業者年金について

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　農地パトロール・事前調査時のビブス配布について

※　次回から事務局説明資料がある場合は、次回から議案書に同封する。

議　長 以上をもちまして第151回総会を閉会いたします。

は、87,525.41㎡。その内新規は5件で主な作物は水稲・レンコンとなります。

議案第69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

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。

⑤　農業委員会新年会について

議　長

議　長

原案のとおり同意することに決定いたします。


