
つくばみらい市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成２９年１１月１０日（金）午後１時３０分から午後２時３４分 

 

２．開催場所 つくばみらい市役所谷和原庁舎３階 全員協議会室 

 

３．出席者 

  農業委員（１０人）  

 会   長  ６番 齊 藤 常 夫 

 会長職務代理者  ５番 中 山 雅 史 

 委   員  １番 谷 口 眞 一 

 委   員  ２番 菊 地 典 夫 

 委   員  ３番 豊 島 利 夫 

 委   員  ４番 栗 原 哲 

 委   員  ７番 羽 田 茂 

 委   員  ８番 宮 田 一日出 

 委   員  ９番 飯 泉 秀 夫 

 委   員 １０番 矢 口 剛 

 

 

   農業委員会事務局職員（４人） 

  事務局長   古 谷 隆 夫 

  事務局長補佐   石 神 正 夫 

 主  査    中 山 幹 夫 

 係  長   大久保慎太郎 

 

４．欠席委員 

   なし 

 

５．傍聴者 

   なし 

 

６．議案 

  議案第１号  農地法第５条の規定による権利の設定，移転の許可について 

  議案第２号  農地法第５条の規定による転用許可申請に対する進達意見の決定に 

         ついて 

  議案第３号  農地法第４条の規定による転用許可申請に対する進達意見の決定に 

         ついて 

  議案第４号  農地法第３条の規定による所有権移転の許可について 

  議案第５号  非農地証明発行可否について 
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 議案第６号  転用事実証明発行可否について 

 議案第７号  農地改良協議に対する同意について 

 議案第８号  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画 

        の決定について（利用権設定） 

 議案第９号  農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画 

        の決定について（中間管理事業） 

 議案第１０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）の意見聴取について 

  

 報告事項 

        ①農地法第５条の規定による市街化区域内農地の転用届出に対す 

         る専決処分について 

        ②農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知書について 

                          

７．会議の概要 

 

 １．事務局（古谷事務局長）    

   定刻になりましたので，ただいまから平成２９年１１月の定例総会を開催いたしま 

  す。 

   なお，携帯電話等については，電源を切るか又はマナーモードにしていただきます 

  ようお願いいたします。 

   それでは，はじめに齊藤会長より皆様にご挨拶申し上げます。 

     

 １．議 長（齊藤会長） 

   １１月の定例総会に出席して頂きまして有難うございます。 

   昨日は井関農機の視察研修，大変ご苦労様でした。大変勉強になったかと思います。 

  今後も，必要に応じてこういった研修の機会をつくりたいと思います。 

   それから，先の台風２１号により茨城県内の農作物被害が，１億８千万円になった 

  と発表されました。特に，つくば市をはじめ県内１６市町でネギの倒伏による被害が 

  大きかったようです。被害にあわれた皆さんにお見舞いを申し上げたいと思います。 

   １０月１６日に，茨城県農業会議の会長・事務局長会議がありましたので，その内 

  容について報告致します。主な議題は，一つは平成２９年度下期の事業推進について， 

  二つ目は，平成３０年度農業委員会関係予算概算要求についてであります。この予算 

  概算要求につきましては，国への要望が主であります。今月末には全国農業会議の会 

  長会議があります。その前段で茨城県選出の与党国会議員に対しての請願活動も予定 

  されております。内容はこの概算要求に沿ったものになるかと思います。 

   また，お手元に「ストップ・ヤミ耕作」というパンフレットを配布しておりますが， 
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  これは茨城県農業会議が作成しておりまして，来年１月に発行を予定している市の農 

  委だよりの発送とあわせて全農家に配布することになりました。農家への農地制度の 

  周知や，農地集積の意識啓発を図るものであります。つくばみらい市の場合も，先に 

  実施した認定農業者の意向調査でも明らかのように，３２２ｈａが相対耕作・ヤミ耕 

  作になっています。我々としても，今回のパンフレットを活用してヤミ耕作の削減を 

  図り，農地集積に結びつけて行きたいと考えます。皆様のご協力をお願いします。 

   本日の総会は，議案１０件，報告事項２件と案件も多くあります。中でも太陽光発 

  電，メガ・ソーラーに伴う大規模な転用申請が出ております。皆さん方には，精力的 

  かつ慎重な審議をお願いしたいと思います。以上，簡単ですが挨拶といたします。 

   よろしくお願いします。 

 

１．事務局（古谷事務局長） 

 ありがとうございました。 

 本日の出席委員は，農業委員１０名中１０名であります。委員の出席人数が定足数 

に達しておりますので，会議は成立しております。 

   それでは，つくばみらい市農業委員会会議規則第４条の規定により，議長は会長が 

  務めることとなっておりますので，以降の議事進行は齊藤会長にお願いいたします。 

   よろしくお願いいたします。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   それでは，暫時議事を進めさせていただきます。 

   まず，議事録署名委員の選出ですが，私議長にご一任していただくことにご異議は 

  ありませんか。 

   （異議なしの声） 

   異議なしの声がございましたので，異議なしと認め指名させていただきます。 

   ２番菊地委員，３番豊島委員を議事録署名委員に選出いたします。 

   よろしくお願いいたします。 

   書記については事務局でお願いします。 

   それでは，議案審議に入らせて頂きます。議案第１号「農地法第５条の規定による 

  権利の設定，移転の許可について」を議題といたします。 

  事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（大久保係長） 

   議案第１号「農地法第５条の規定による権利の設定，移転の許可について」をご説 
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  明いたします。 

  今月の農地法第５条の規定による転用許可申請は，３件となっております。 

  １ページをご覧ください。受付番号１番，申請理由は駐車場及び資材置場整備のた 

 めの賃貸借となっております。申請地は加藤字加藤６０２番２，地目は登記，現況と 

 も畑，面積は９００㎡でございます。 

   続きまして受付番号２番，申請理由は自己住宅建築のための贈与となっております。 

  申請地は板橋字花田久保３０４７番３，地目は登記，現況とも畑，面積は４４９㎡で 

  ございます。 

  続きまして受付番号３番，申請理由は工事用搬入路設置のための賃貸借となってお 

 ります。申請地は野堀字原山４７９番４の一部，地目は登記山林，現況畑，地積は 

 ９７６．２６㎡でございます。 

  隣接山林等２，４５３．６７㎡を一体利用し，全体面積が３，４２９．９３㎡とな 

 っております。議案第２号の受付番号１・２番及び議案第３号の受付番号１番の太陽 

 光発電設備設置のための工事用搬入路になっております。鉄板４６８枚を敷設する計 

 画で，平成３１年７月３１日までの一時転用となっております。 

  以上です。 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

  続いて現地確認及び書類審査の報告をお願いします。 

  はじめに，谷和原地区担当の調査部会３班の１番谷口委員よりお願いいたします。 

 

 １．谷口委員 

   それでは，１１月２日に行いました受付番号１番の書類審査，現地調査の結果につ 

  いてご報告いたします。当日は，齊藤会長，飯泉委員，栗原委員と私，事務局から古 

  谷事務局長，大久保係長の６名で実施しました。 

   受付番号１番，地図は２ページになります。現地は，谷和原庁舎の県道を挟んで南 

  側に位置するところです。野菜の収穫が終了して空いている畑地でした。これを埋立 

  てて大型車７台を駐車するというものです。 

  申請理由は，運送業のための駐車場及び資材置場整備の賃貸借，申請地は加藤字加 

 藤６０２番２，地目は登記，現況とも畑，地積は９００㎡でございます。 

  申請地の農地区分は，３００ｍ以内に谷和原庁舎があることから３種農地と判断い 

 たします。事業計画に関する書面等により，駐車場としての許可要件を満たしている 

 と考えます。 

  各委員のご審議をよろしくお願いいたします。 
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 １．議 長（齊藤会長） 

   はい，ありがとうございました。 

  続いて伊奈地区を担当していただいた調査部会２班の３番豊島委員より調査の報告 

 をお願いします。 

 

１．豊島委員 

  はい，１１月２日に行った書類審査，現地調査結果について報告いたします。 

  当日は齊藤会長，宮田委員，矢口委員と私，事務局から古谷事務局長，大久保係長 

 の６名で実施しました。 

  受付番号２番，地図は３ページになります。現地は板橋小学校北側の住宅地の脇に 

 位置し，耕起されていました。 

  申請理由は自己住宅建築のための贈与，申請地は板橋字花田久保３０４７番３，地 

 目は登記現況とも畑，地積は４４９㎡でございます。 

  申請地の農地区分は，おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にある農 

 地であるため１種農地と判断いたします。関係法令との調整も行っており，自己住宅 

 建築のための許可要件を満たしていると考えます。 

   続きまして受付番号３番，地図は４ページになります。 

   現地は，川辺鉄工の西側に位置する畑で，落花生が栽培されておりました。 

 申請理由は，議案第２号の受付番号１，２番及び議案第３号の受付番号１番の太陽光 

 発電設備設置のための工事用搬入路で，鉄板４６８枚を敷設する計画になっておりま 

 す。申請地の農地区分は，住宅等が連たんしており，土地改良事業が行われていない 

 農地規模が１０ｈａ未満の区域に位置する小集団の農地であるため，２種農地と判断 

 いたします。資金計画については，融資資金で賄い，関係他法令との調整もされてお 

 り，平成３１年７月３１日までの一時転用となっております。 

  以上，よろしくお願いします。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  はい，ありがとうございました。書類審査及び現地調査の報告が終わりましたので 

 審議に入ります。 

  まず，受付番号１番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

  （挙手あり） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 
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   はい。７番羽田委員どうぞ。 

 

 １．羽田委員 

   受付番号１番の説明のなかで，大型車が出入りするということですが進入路となる 

  道路の幅員はどのくらいありますか。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（大久保係長） 

   進入路の幅員は６メートルです。進入路については改修等をする予定はなく，現状 

  のままで利用します。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   よろしいですか。 

 

 １．羽田委員 

   はい。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   その他ありますか。 

   ないようですので，受付番号２番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願いま 

  す。 

  （挙手あり） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  はい，１番谷口委員どうぞ。 

 

 １．谷口委員 

  はい。地図を見ますと斜線部分と太枠の黒塗り部分がありますが，黒塗りの部分は 

 出入りの道路かと思いますが，ここも含めての贈与になるのですか。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  事務局の説明をお願いします。 
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１．事務局（大久保係長） 

  はい。黒塗りの部分も斜線と同じで，こちらも部分も含めての贈与になります。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   谷口委員よろしいでしょうか。 

    

 １．谷口委員 

   はい。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   その他にございますか。 

  ないようですので受付番号３番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。   

 

１．議 長（齊藤会長） 

  ないようですので，採決いたします。 

  議案第１号について，許可することに賛成の方の挙手をお願いします。 

  （全員挙手） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  ありがとうございました。 

  全員賛成により，議案第１号は原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  続いて，議案第２号の審議となりますが，議案第２号の「農地法第５条の規定によ 

 る転用許可申請に対する進達意見の決定について」と，議案第３号の「農地法第４条 

 の規定による転用許可申請に対する進達意見の決定について」は，同一の事業になり 

 ますので，２件を一括して上程したいと思います。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（大久保係長） 

   議案第２号「農地法第５条の規定による転用許可申請に対する進達意見の決定につ 

  いて」をご説明いたします。 

  今月の農地法第５条の規定による転用許可申請は２件となっております。 

  ５ページをご覧ください。受付番号１番ですが，受付番号２番及び議案第３号の受 
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  付番号１番と同一事業になります。事業計画に係る農地面積が４ｈａを超えますの 

 で，茨城県知事の許可になります。茨城県農林水産部農業政策課との事前協議が整っ 

 たので，今回申請されたものです。 

  この３案件につきましては，県への進達案件になります。 

  事業計画につきましては，別紙「参考資料」をご覧ください。 

  隣接山林２１９，８２１㎡と隣接原野２９，８３６㎡を一体利用し，全体面積が 

 ３１６，７７３．３３㎡となっております。発電量は１５，０００ｋｗで，２７０ｗ 

 パネル６８，０４０枚を設置する計画となっております。 

   申請地の農地区分は，住宅等が連たんしており，土地改良事業が行われていない農 

  地規模が１０ｈａ未満の区域に位置する小集団の農地であるため，２種農地と判断い 

  たします。資金計画については，融資資金で賄い，経済産業省及び東京電力との調整 

  も終了しております。２種農地における再生可能エネルギー発電設備の建設であり， 

  許可要件を満たしていると考えます。 

  現地は，一部芝の栽培がされておりましたが，その他の農地は，休耕地になってお 

 りました。 

  受付番号１番から説明させていただきます。申請理由は太陽光発電設備設置のため 

 の賃貸借となっております。申請地は，大和田字中台山１番１，地目は登記現況とも 

 畑，地積は２７，２５６㎡，同じく１番２，登記現況とも畑，地積は４，０１７㎡， 

 同じく１番３，登記現況とも畑，７，９７９㎡，同じく２番２，登記現況とも畑， 

 １，５３３㎡，同じく２番３，登記現況とも畑，２，３８２㎡，同じく２番４，登記 

 現況とも畑，２，８７４㎡，字菅窪４１番，登記現況とも畑，１，７２４㎡，字中台 

 １１８番，登記現況とも畑，１，４７９㎡，同じく１２０番，登記現況とも畑， 

 １，８２３㎡，狸穴字間下６９９番，登記現況とも畑，８７５㎡，字大新宮前９５６ 

 番１，登記現況とも畑，１，０７８㎡，字向山９８１番３，登記現況とも畑，９４８ 

 ㎡，同じく９８１番４，登記現況とも畑，２，００２㎡，字沼田９８２番１，登記現 

 況とも畑，１，０４１㎡，同じく９８２番２，登記現況とも畑，１，００６㎡，合計 

 １５筆，５８，０１７㎡でございます。 

  続きまして受付番号２番，申請理由は太陽光発電設備設置のための売買となってお 

 ります。申請地は，狸穴字間下６９８番，地目は登記現況とも畑，地積は５８３㎡で 

 ございます。 

  事業計画等につきましては，受付番号１番及び議案第３号の受付番号１番と同一事 

 業になりますので，省略させていただきます。 

  続きまして，議案第３号「農地法第４条の規定による転用許可申請に対する進達意 

 見の決定について」をご説明いたします。 
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  今月の農地法第４条の規定による転用許可申請は，１件となっております。 

  ７ページをご覧ください。受付番号１番，申請理由は太陽光発電設備設置のためと 

 なっております。申請地は，狸穴字沼田谷１０２２番３，地目は登記原野，現況畑， 

 地積は１，０９３㎡，同じく１０２３番３，登記原野，現況畑，地積は１，３９３㎡， 

 同じく１０２３番５，登記原野，現況畑，３０９㎡，同じく１０２４番６，登記山林， 

 現況畑，６．３３㎡，同じく字沼田１０３３番３，登記山林，現況畑，１，９１６㎡， 

 同じく１０３３番１０，登記山林，現況畑，３，７３９㎡，同じく１０３３番１１， 

 登記山林，現況畑，６０㎡，合計７筆，８，５１６．３３㎡でございます。 

  事業計画等につきましては，議案第２号の受付番号１，２番と同一事業になります 

 ので，省略させていただきます。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  事務局の説明が終わりました。ここで暫時休憩といたします。 

 

  （暫時休憩） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  休憩前に引き続き，会議を再開いたします 

  それでは議案第２号から審議を進めて参ります。調査部会の報告をお願いします。 

  調査部会２班の３番豊島委員から報告をお願いいたします。 

  

 １．豊島委員 

  それでは，１１月２日に行った書類審査，現地調査結果について報告いたします。 

  受付番号１番，地図は６ページになります。 

  事業計画の全体的なものは，事務局から説明があったとおりです。地図の斜線部分 

 が５条賃貸借の区域になります。地図の右側の大きな区画は，芝が栽培されておりま 

 したが，その他の農地は，休耕地になっておりました。 

  別紙「参考資料」に拡大したものがありますのでご覧ください。 

  ２種農地の要件を満たしており，資金，関係他法令との調整もされております。２ 

 種農地における再生可能エネルギー発電設備の建設であり，許可要件を満たしてい 

 ると考えます。 

  続きまして受付番号２番，地図は６ページになります。 

  地図の上部の黒く塗りつぶした区域が，５条所有権移転の区域になります。受付番 

 号１番と同一事業となりますので，要件等の説明は省略させていただきます。 



  9 

  各委員のご審議をお願いいたします。 

  以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  ありがとうございました。 

  調査部会の報告が終わりましたので審議いたします。 

  議案第２号の受付番号１番，２番について一括して，ご意見，ご質問をお受けいた 

 します。ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

  （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  質疑がないようですので採決いたします。 

  議案第２号について，原案のとおり許可相当として意見進達することに賛成の方は 

 挙手願います。 

  （全員挙手） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  はい，ありがとうございます。 

  全員賛成により，議案第２号は原案のとおり許可相当として進達意見することに決 

 定いたしました。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   続いて，議案第３号「農地法第４条の規定による転用許可申請に対する進達意見の 

  決定について」を議題といたします。 

   これについても，書類審査及び現地調査の報告をお願いいたします。調査部会２班 

  の８番宮田委員よりお願いします。 

 

 １．宮田委員 

  議案第３号について，１１月２日に行った書類審査，現地調査結果について報告い 

 たします。 

  受付番号１番，地図は６ページになります。あわせて会長の後側に掲示された地図 

 では黄色に塗られた部分が申請地となります。 

  事務局と５条関係で豊島委員からの説明にもありましたが，現地は，一部芝の栽培 

 がされておりましたが，その他の農地は，休耕地になっておりました。４条案件の区 
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 域は，地図の左側の太線で囲まれた部分です。こちらはすべて休耕地で，木が生えて 

 いるような状況でした。 

  ２種農地の要件を満たしており，資金，関係他法令との調整もされております。２ 

 種農地における再生可能エネルギー発電設備の建設であり，許可要件を満たしている 

 と考えます。 

   各委員のご審議をよろしくお願いいたします。 

   以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長）  

   はい。ありがとうございました。 

   それでは議案第３号について，ご意見，ご質問のあるかたは挙手願います。 

  

１．議 長（齊藤会長） 

  ないようですので採決いたします。 

  議案第３号について，原案のとおり許可相当として意見進達することに賛成の方は 

 挙手願います。 

  （全員挙手） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

  ありがとうございました。 

  全員賛成により議案第３号は，原案のとおり許可相当として意見進達することに決 

 定いたしました。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

  続いて，議案第４号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について」を議 

 題といたします。 

  事務局の説明をお願いします。 

 

１．事務局（大久保係長） 

   はい。議案第４号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について」をご説 

  明いたします。 

  今月の農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請は１件となっております。 

  ８ページをご覧ください。受付番号１番，申請地は足高字波中７６３番，地目は登記， 

  現況とも田，面積５５４㎡の自作地，契約内容は売買となっております。 
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  農地法第３条第２項各号につきましては，別紙「農地法第３条調査書」をご覧くだ 

 さい。 

   以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   はい。続いて書類審査と現地調査の結果を報告いただきたいと思います。 

  調査部会２班の１０番矢口委員よりお願いいたします。 

 

 １．矢口委員 

   書類審査及び現地調査の結果について報告いたします。 

   １１月２日に，齊藤会長，豊島委員，宮田委員と私，事務局からは古谷事務局長， 

  大久保係長の計６名で行いました。 

  受付番号１番，地図は９ページになります。 

  申請者は自作地約２９３アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は２名で，水 

 稲・野菜を作付する農家です。申請地は，登記現況とも田，１筆５５４㎡で規模拡大 

 のため売買により譲り受け，水稲を作付する予定です。 

  以上のことから，１番については農機具等も所有しており，農地法第３条第２項各 

 号には該当しないため，許可要件のすべてを満たしていると考えますので，許可して 

 も差し支えないと思われます。 

  各委員のご審議をお願いいたします。 

  以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   はい，ありがとうございました。 

   調査部会の報告が終わりましたので，審議に入ります。 

   議案第４号について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので，採決いたします。 

   議案第４号「農地法第３条の規定による所有権移転の許可について」原案どおり許 

  可することに賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 
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 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございます。 

   全員賛成により，議案第４号は原案どおり許可することに決定いたしました。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   続きまして，議案第５号「非農地証明発行可否について」を議題といたします。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（大久保係長） 

   はい。議案第５号「非農地証明発行可否について」をご説明いたします。 

  今月の非農地証明願は４件となっております。 

  １０ページをご覧ください。受付番号１番，申請地は上平柳字上平耕地９６５番， 

 地目は登記畑，現況宅地，面積は７３㎡となっております。 

  続きまして受付番号２番，申請地は野堀字原山４７６番３１，地目は登記畑，現況 

 宅地，面積は１０㎡となっております。 

  続きまして受付番号３番，申請地は南太田字溝付７６７番４，地目は登記畑，現況 

 宅地，面積は２１㎡となっております。 

  続きまして受付番号４番，申請地は板橋字五反田７２９番，地目は登記畑，現況宅 

 地，面積は６０㎡，板橋字五反田７３０番，地目は登記，現況とも畑，面積は２５㎡ 

 の合計２筆，８５㎡でございます。 

   以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  事務局の説明が終わりましたので，調査部会の報告をお願いします。 

  調査部会２班の１０番矢口委員よりお願いいたします。 

 

 １．矢口委員 

  １１月２日に行った書類審査，現地調査結果について報告いたします。 

  受付番号１番，地図は１１ページになります。 

  今回提出されました受付番号１番につきましては，平成２年以前から宅地として使 

 用されており，茨城県が発行している農地法関係事務処理の手引き「農地転用関係」 

 に記載されている非農地証明を証明できる範囲に該当すると考えますので，非農地証 

 明を発行しても差し支えないと思われます。 

  続きまして受付番号２番，地図は１２ページになります。 



  13 

  受付番号２番につきましては，昭和５４年以前から宅地として使用されており，茨 

 城県が発行している農地法関係事務処理の手引き「農地転用関係」に記載されている 

 非農地証明を証明できる範囲に該当すると考えますので，非農地証明を発行しても差 

 し支えないと思われます。 

  続きまして受付番号３番，地図は１３ページになります。 

  受付番号３番につきましては，平成２年以前から宅地として使用されており，茨城 

 県が発行している農地法関係事務処理の手引き「農地転用関係」に記載されている非 

 農地証明を証明できる範囲に該当すると考えますので，非農地証明を発行しても差し 

 支えないと思われます。 

  続きまして受付番号４番，地図は１４ページになります。 

  今回提出されました受付番号４番につきましては，昭和５４年以前から宅地として 

 使用されており，茨城県が発行している農地法関係事務処理の手引き「農地転用関係」 

 に記載されている非農地証明を証明できる範囲に該当すると考えますので，非農地証 

 明を発行しても差し支えないと思われます。 

  各委員のご審議をお願いいたします。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   はい，ありがとうございました。 

   調査部会の報告が終わりましたので，審議に入ります。 

   議案第５号のまず受付番号１番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので，受付番号２番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願いま 

  す。 

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   続いて，受付番号３番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   受付番号４番について，ご意見，ご質問のある方は挙手願います。 

   （挙手なし） 
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 １．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので，採決いたします。 

   議案第５号について，非農地証明を発行にすることに賛成の方の挙手をお願いしま 

  す。 

   （全員挙手） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございます。 

   全員賛成により，議案第５号は非農地証明を発行することに決定いたしました。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   続きまして，議案第６号「転用事実証明発行可否について」を議題といたします。 

  事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（大久保係長） 

   はい。議案第６号「転用事実証明発行可否について」をご説明いたします。 

  今月の転用事実証明願は１件となっております。 

  １５ページをご覧ください。受付番号１番，申請地は筒戸字谷津２３５２番，地目 

 は登記畑，現況雑種地，面積は６８７㎡，筒戸字谷津２３５３番，登記畑，現況雑種 

 地，８２６㎡，筒戸字谷津２３５５番，登記畑，現況雑種地，５４２㎡の合計３筆， 

 ２，０５５㎡でございます。 

   以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  ありがとうございました。 

  事務局の説明が終わりましたので，調査部会の報告をお願いします。 

  調査部会３班の９番飯泉委員よりお願いいたします。 

 

 １．飯泉委員 

  １１月２日に行った書類審査，現地調査結果について報告いたします。 

  当日は，齊藤会長，谷口委員，栗原委員と私，事務局からは古谷事務局長，大久保 

 係長の計６名で調査を行いました。 

  受付番号１番，地図は１６ページになります。 
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  現地の状況を報告いたします。受付番号１番につきましては，説明欄にも書いてあ 

 りますように，昭和６２年５月１８日付で資材置場として農地法第５条の許可が出て 

 おりました。現地を確認しましたところ，資材が少し置かれ，重機も２台ほど置かれ 

 ており資材置場として利用されていることが確認できましたので，転用事実証明を発 

 行しても差し支えないと思われます。 

  地図を見て頂きますと，斜線部分のところで常磐道の南側の地域になります。将来 

 的には，都市計画道路守谷小絹線がすぐ近くを通る場所です。 

   各委員のご審議をお願いいたします。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございました。 

   それでは審議いたします。議案第６号について，ご意見，ご質問のある方は挙手を 

  お願いします。 

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので採決いたします。 

   議案第６号について，転用事実証明を発行することに賛成の方の挙手をお願いいた 

  します。 

   （全員挙手） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございました。 

   全員賛成により，議案第６号は，転用事実証明発行を発行することに決定いたしま 

  した。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   続きまして，議案第７号「農地改良協議に対する同意について」を議題といたしま 

  す。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（大久保係長） 

   はい。議案第７号「農地改良協議に対する同意について」をご説明いたします。 

  今月の農地改良協議は３件となっております。 
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  １７ページをご覧ください。受付番号１番，申請地は小張字小張４５６０番，地目 

 は登記，現況とも田，面積は２，６４０㎡となっております。 

  改良計画の内容は湿田解消となっており，期間については，平成２９年１１月１５ 

 日から平成２９年１２月３０日まで，申請理由は，「湿田のため耕作に支障をきたして 

 おり，市内の畑の土を用いて農地改良を行う」となっております。 

  続きまして受付番号２番，申請地は小張字小張８０番，地目は登記，現況とも田， 

 面積は１，６５０㎡となっております。 

  改良計画の内容は湿田解消となっており，期間については，平成３０年１月８日か 

 ら平成３０年２月２８日まで，申請理由は，「湿田のため耕作に支障をきたしており， 

 市内の畑の土を用いて農地改良を行う」となっております。 

  続きまして受付番号３番，申請地は杉下字杉下７２１番１，地目は登記，現況とも 

 田，面積は３９７㎡となっております。 

  改良計画の内容は田畑転換となっており，期間については，平成２９年１２月１日 

 から平成３０年１月３１日まで，申請理由は，守谷小絹線道路整備事業の買収に伴い，  

 過小残地となったため，田としての耕作に支障をきたすため，市発注工事の建設発生 

 土を用いて農地改良を行うとなっております。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございました。 

   続いて，書類審査及び現地調査の報告をお願いしたいと思います。 

   まず，伊奈地区を担当していただきました，調査部会２班の８番宮田委員よりお願 

  いします。 

 

 １．宮田委員 

  受付番号１番，２番について，関連しておりますのであわせて説明させていただき 

 ます。 

  １１月２日に，齊藤会長，豊島委員，矢口委員，私と事務局から古谷事務局長，大 

 久保係長の６人で書類審査を行った後，現地調査を行いました。 

  地図は１８ページになります。小張小学校の下の方にある斜線部分が受付番号１番 

 の申請地です。近くを台通り用水が通っており，この土地はものすごく軟弱な土地で 

 す。運動公園の下にあるのが２番です。こちらも台通り用水路の近くで，軟弱な土地 

 で地盤の悪いところです。 

  地図の下の方に鹿島神社と書いてある場所があります。隣にカントリー・エレベー 

 ターがあります。その東側に陸田地帯があります。その一番端の陸田の土を搬出して 
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 客土すると聞いています。 

  今回提出されました改良計画の内容は湿田解消となっております。受付番号１番の 

 期間については，平成２９年１１月１５日から１２月３０日，受付番号２番について 

 は，平成３０年１月８日～２月２８日までとなっております。 

  各委員のご審議をお願いいたします。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございました。続きまして谷和原地区を担当していただきました，調査 

  部会３班の４番栗原委員より書類審査及び現地調査の報告をお願いいたします。 

 

 １．栗原委員 

  報告いたします。 

  １１月２日１３時３０分より，齊藤会長，１番谷口委員，９番飯泉委員，古谷事務 

 局長，大久保係長と私で書類審査及び現地調査を行いました。 

  受付番号３番，地図は１９ページになります。 

  市役所谷和原庁舎から小絹方面に向かい，ＪＡ小絹ホールがある交差点を左折して， 

 １００ｍ程行ったところの左側に申請地はあります。 

  申請地は建設課が発注する守谷小絹線道路整備に伴う道路用地の残地です。 

  今回提出されました改良計画の内容は田畑転換となっており，搬入期間については， 

 平成２９年１２月１日から平成３０年１月３１日までとなっております。 

  搬入土は，この道路整備事業の建設発生土を使用する計画になっており，守谷土地 

 改良区とも協議済となっております。 

  各委員のご審議の程，よろしくお願いいたします。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございました。 

   それでは審議いたします。まず受付番号１番について，ご意見，ご質問のある方は 

  挙手をお願いします。 

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので，受付番号２番について，ご意見，ご質問のある方は挙手をお願 

  いします。 

   （挙手なし） 
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 １．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので，受付番号３番について，ご意見，ご質問のある方は挙手をお願 

  いします。 

   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ないようですので採決いたします。 

   議案第７号について，農地改良協議について同意する方の挙手をお願いいたします。 

   （全員挙手） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  ありがとうございました。 

  全員賛成により議案第７号は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

  続きまして，議案第８号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利 

 用集積計画の決定について（利用権設定）」を議題といたします。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（石神事務局長補佐） 

   それではご説明いたします。２０ページをご覧ください。 

   議案第８号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の 

  決定について（利用権設定）」を総括表によりご説明いたします。 

   まず，新規案件としまして，田が１０筆４２，９２２㎡，畑が４筆で，６，６５０ 

  ㎡，合計１４筆で，４９，５７２㎡です。貸し手が８人，借り手が７人となっており 

  ます。 

   続いて，更新案件といたしまして，田が３８筆９１，１０５㎡，畑が７筆で， 

  ７，２８０㎡，合計４５筆で９８，３８５㎡です。貸し手が１６人で借り手が１２人 

  となります。総計では，田が４８筆１３４，０２７㎡，畑が１１筆で，１３，９３０ 

  ㎡，合計５９筆で１４７，９５７㎡です。貸し手が２４人で借り手が１９人となりま 

  す。 

   詳細につきましては，２１ページから２４ページとなります。 

   以上です。 
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 １．議 長（齊藤会長） 

   説明が終わりましたので，これより審議いたしますが，本案件について，中山職務 

  代理及び菊地委員が議事参与に係わっている部分があります。従いまして３つに分け 

  て審議してまいります。 

   最初に，１番から２１番まで，３０番から４６番まで，さらに，５０番から５９番 

  までを審議いたします。これらについて，ご質問，ご意見のある方は挙手をお願いし 

  ます。 

   （挙手あり） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   はい。豊島委員どうぞ。 

 

 １．豊島委員 

   一覧のなかで，５０番から５７番までは，二段書になっているんですがこれはどう 

  いうことですか。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   はい，事務局から説明をお願いします。 

 

 １．事務局（石神事務局長補佐） 

   はい。これは農地利用集積円滑化団体の農協が仲介するかたちで，土地を貸し出す 

  ものになります。 

   左の上段が土地所有者の貸人で，円滑化団体を利用して，右の下段が借受人になり 

  ます。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   よろしいですか。 

 

 １．豊島委員 

   はい。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   その他ありますか。 
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 １．議 長（齊藤会長） 

   質問がないようですので採決いたします。 

   只今の１番から２１番，３０番から４６番，５０番から５９番について，賛成の方 

  の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   全員賛成により，原案のとおり決定いたしました。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   続いて，２２番から２６番まで，４７番から４９番を審議いたします。中山職務代 

  理は退室願います。 

  （中山会長職務代理者退室） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   それでは２２番から２６番まで，４７番から４９番について，ご質問，ご意見のあ 

  る方の挙手をお願いします。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   質問がないようですので採決いたします。 

   只今の２２番から２６番まで，４７番から４９番について，賛成の方の挙手を求め 

  ます。 

   （全員挙手） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   全員賛成により，原案のとおり決定いたしました。 

   中山職務代理の入室を許可します。 

   （中山会長職務代理者入室） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   続いて，２７番から２９番を審議いたします。菊地委員は退室願います。 

   （菊地委員退室） 
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 １．議 長（齊藤会長） 

   それでは２７番から２９番について，ご質問，ご意見のある方の挙手をお願いしま 

  す。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   質問がないようですので採決いたします。 

   ２７番から２９番について，賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   全員賛成により，２７番から２９番についても原案のとおり決定いたしました。 

  菊地委員の入室を許可します。 

  （菊地委員入室） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   以上審議の結果，全て原案のとおり決定いたしました。資料の（案）を削除してく 

  ださい。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   続いて，議案第９号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集 

  積計画の決定について（中間管理事業）」を議題といたします。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（石神事務局長補佐） 

   それではご説明いたします。２５ページをご覧ください。 

   議案第９号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の  

  決定について（中間管理事業）」を総括表によりご説明いたします。 

   新規案件のみとなります。田が１０筆で，２４，３２５㎡，合計１０筆で， 

  ２４，３２５㎡となります。貸手が６人，借手が１団体となります。 

   詳細につきましては，２６ページをご参照ください。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   説明が終わりましたので，これより審議いたします。 

   議案第９号について，ご質問，ご意見のある方の挙手を求めます。 
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   （挙手なし） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   質問がないようですので採決いたします。 

   議案第９号について，賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   全員賛成により，議案第９号は原案のとおり決定いたしました。資料の(案)を削除 

  願います。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   続いて，議案第１０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）の意見聴取について」を議題といたします。 

   事務局の説明を求めます。 

 

 １．事務局（石神事務局長補佐） 

   それではご説明いたします。２７ページをご覧ください。 

   議案第１０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）の意見聴取について」を総括表によりご説明いたします。 

   新規案件として，田が１０筆で，２４，３２５㎡，合計１０筆で，２４，３２５㎡ 

  となります。地権者が６人で配分を受ける方３人となります。 

   こちらについては，市から意見を求められているものです。詳細は２８ページをご 

  参照ください。 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   それでは，審議いたします。 

   議案第１０号について，ご質問，ご意見のある方の挙手を求めます。 

   （挙手なし） 

  

 １．議 長（齊藤会長） 

   質問がないようですので採決いたします。 

   議案第１０号について，承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 
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 １．議 長（齊藤会長） 

   全員賛成により，議案第１０号は承認することに決定いたしました。 

   ありがとうございました。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   審議事項は以上です。これより報告事項となります。 

   事務局の説明をお願いします。 

 

 １．事務局（古谷事務局長） 

   報告事項 ①「農地法第５条の規定による市街化区域内農地の転用届出に対する専 

  決処分について」を報告いたします。２９ページをご覧ください。 

   今回，専決処分したものは，３件になります。 

   受付番号１番ですが，紫峰ヶ丘の登記宅地，現況畑の１筆になります。面積は， 

  １９０．１０㎡，自己住宅建設のための売買です。 

   続いて，受付番号２番，申請地は筒戸になります。登記現況ともに畑，１筆，７３ 

  ㎡です。こちらは，道路用地としての売買になります。 

   続いて，受付番号３番，絹の台の登記畑，現況宅地の１筆，面積は８７㎡です。 

  こちらは建売住宅を建てるための売買となります。 

   続きまして報告事項②「農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知書につい 

  て」を報告いたします。議案書は３０ページから３１ページになります。 

   今回の合意解約は１１件となります。 

  解約の理由ですが，１１件中５件はこれまで耕作者していた方が，病気や高齢などの 

  理由によって耕作を続けられなくなったための解約で，今後は所有者自身またはその 

  家族が耕作する，あるいは別の方が借り受けることになります。他３件は，今後は中 

  間管理事業を活用し，担い手が耕作する予定です。残る３件につきましては，耕作者 

  の変更となります。 

   報告は，以上です。 

 

 １．議 長（齊藤会長） 

   ありがとうございました。 

   以上で本日予定しました議案は，すべて終了しました。 

   これで，１１月定例総会を閉会いたします。 

 


