
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７月１０日（月）午後１時３０分から午後２時０７分 

 

２．開催場所 つくばみらい市役所谷和原庁舎２階 第１会議室 

 

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） 

  局  長   古 谷 隆 夫 

  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条の規定による転用許可申請に対する進達意見の決定    

         について 

  議案第２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３号  非農地証明発行可否について 
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  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 

         ③制限除外の農地の移動届について    

            

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７月の定例総会を開催いたします。 

 会議が始まる前に皆様にお願いがあります。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．齊藤会長  

 大変暑い中，７月の定例総会に出席して頂きまして，ありがとうございます。総会開催

にあたり一言ご挨拶申し上げます。 

 連日，猛暑日が続いておりますので，皆さん方には十分身体に注意されまして，それぞ

れの仕事に励んで頂きたいと思います。 

 農業委員，農地利用最適化推進委員にお願いしています遊休農地調査につきまして，既

に終了している地域もあるようですが，終わっていない地域につきましては引き続き取り

組みをお願いします。暑い中，取り組んで頂いていることに対して，まずもって御礼申し

上げます。 

 ６月の定例総会後，各種の会議がありましたので簡単に報告したいと思います。 

 まず，６月２２日に「茨城農業改革推進大会」がひたちなか文化会館であり，当農業委

員会より農業委員と事務局，総勢８名で参加して参りました。参加されました農業委員の

皆さん，大変ご苦労様でした。 

 ６月２３日に，産業経済課主催の「人・農地プラン座談会」があり，私と事務局で参加

してきました。座談会で，これまでの人・農地プランは，つくばみらい市１本のプランで

したが，県より地域毎に人・農地プランを作るよう要請があり，旧伊奈町，旧谷和原村の

２つをつくることになりました。また，農業委員会より，農地利用最適化推進委員が受け

手の皆さん方を訪問して，経営拡大の意向を伺う旨を説明し，協力要請をしてきました。 

 ６月２７日には，農業委員会県南連絡協議会がありました。内容は，２９年度の事業計

画，収支予算，並びに役員改選が決定したところです。 

 ６月３０日に茨城県農政活動推進本部の代議員総会，及び茨城県農業会議通常総会があ
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りました。いずれも平成２８年度の事業報告と収支報告の承認が議題であり，報告の通り

承認されました。 

 以上，会議報告をしておきます。 

 本日の総会は，議案３件と報告事項３件となっています。皆様の精力的な審議をお願い

しまして，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） 

 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，総会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，いかがいたしますか。私議長にご一任していただ

くことにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 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。 

 ３番豊島委員，４番栗原委員を議事録署名委員に選任いたします。 

 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。事務局の説明を求めます。 

 

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４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，狸穴字向長作１３７５番１１，登記山林，現況畑，面積は

２，５７９㎡でございます。 

事業計画につきましては，別紙「参考資料１」をご覧ください。 
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続きまして受付番号２番，申請理由は資材置場として利用するための賃貸借となってお

ります。申請地は，筒戸字馬場１０１４番，地目は登記現況とも畑，面積は１，２６９㎡

でございます。 

続きまして受付番号３番，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，狸穴字向長作１３７０番１の一部，登記山林，現況畑，面積は３，１５

７㎡でございます。 

事業計画につきましては，別紙「参考資料２」をご覧ください。 

続きまして受付番号４番，申請理由は自己住宅建築のための売買，申請地は福岡字花輪

前９９９番１，地目は登記現況とも畑，面積は３４８㎡でございます。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

続いて現地確認及び書類審査の結果を報告願います。 

まず，受付番号１番と３番について，伊奈地区を担当していただいた調査部会１班の２

番菊地委員から報告をお願いします。 

 

１．菊地委員 

７月３日午前中に行いました書類審査及び現地調査結果について報告をいたします。メ

ンバーは齊藤会長，中山会長職務代理者，羽田委員と私，事務局から古谷局長，大久保係

長の計６名で行いました。 

受付番号１番，地図は２ページになります。現地は広い幹線道路沿に位置しておりまし

て，隣接地では既に太陽光発電設備が設置されておりました。別紙の参考資料にもありま

すが，隣接する山林二筆，７，３２１㎡と一体利用で合計面積が９，９００㎡となってお

ります。発電量は１，００５kw で３００ｗパネル３，３５０枚を設置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，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。 

続きまして，受付番号３番，地図は同じく２ページになります。別紙「参考資料２」に

ありますが，発電量は１１０ｋｗで２８０ｗパネル４３２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，こちらも２種農地と判断い



  4 

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。 

平成２７年５月に狸穴字向長作１３７０番１の一部及び隣接地の狸穴字向長作１３７５

番１の一部で太陽光発電設備設置のための賃貸借の申請があり，今回の申請は，前回申請

があった残地部分の申請になります。 

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。続いて受付番号２番及び４番について，谷和原地区を担当し

ていただいた調査部会２班の１０番矢口委員からお願いします。 

 

１.矢口委員 

７月３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２番，地図は３ページになります。ＴＸ車両基地の北側の土地です。 

現地は中山職務代理者，豊島委員，宮田委員，事務局と私で行って確認してきました。 

申請理由は資材置場として利用するための賃貸借，申請地は筒戸字馬場１０１４番，地

目は登記現況とも畑，地積は１，２６９㎡でございます。申請地の農地区分は，水道管，

下水道管が埋設されている道路の沿道の区域であって，かつ申請地からおおむね５００メ

ートル以内に学校法人開智学園と学校法人沼田学園の２つの教育施設があることから３種

農地と判断いたします。事業計画に関する書面，事業経歴書等により，資材置場としての

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４番，地図は４ページです。福岡小学校の南側になります。  

申請理由は自己住宅建築のための売買，申請地は福岡字花輪前９９９番１，地目は登記

現況とも畑，地積は３４８㎡です。申請地の農地区分は，住宅等が連たんしており，農地

規模が１０ｈａ未満の区域に位置する農地であるため２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。 

各委員のご審議をお願いいたします。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

調査部会の報告が終了しましたので早速審議に入ります。 

まず受付番号１番について，質問，意見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） 

質疑がないようですので，受付番号２番について，質問，意見のある方は挙手願います。 

（挙手あり） 

 

１．議 長（齊藤会長） 

 はい，羽田委員どうぞ。 

 

１.羽田委員 

 今，説明がありましたように資材置場ということですが，どのような物を置くのですか。 

 

１.議 長（齊藤会長） 

 飯泉委員はどうですか。 

 

１．飯泉委員 

 全く同じ質問です。 

 

１.議 長（齊藤会長） 

 そうですか。では，事務局より説明願います。 

 

１.事務局（大久保係長） 

 それではご説明いたします。こちらの会社は鉄骨・鉄筋の加工及び販売をしている会社

で，鉄骨や鉄筋を置きたいということで申請されています。 

 

１.議 長（齊藤会長） 

 よろしいでしょうか。 

 

１.羽田委員 

 はい。 

 

１.議 長（齊藤会長） 

 その他にありますか。 

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

 （挙手なし） 

 ないようですので，受付番号４番について，質問，意見のある方は挙手願います。 
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 （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１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」

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の挙手を求めます。 

(全員挙手) 

全員賛成により，議案第１号は原案ど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） 

 続きまして，議案第２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） 

 議案第２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５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，申請地は福岡字水門台１５７６番，地目は登

記現況ともに畑，面積２３８㎡の自作地，契約内容は売買で１０ａ当り１５０万円となっ

ております。 

続きまして受付番号２番，申請地は長渡呂字長渡呂６０５番，地目は登記現況とも田，

面積３，０００㎡の自作地，契約内容は売買で１０ａ当り４０万円となっております。 

続きまして受付番号３番，申請地は福岡字水門３２１９番，地目は登記現況とも田，面

積９４０㎡の自作地，契約内容は売買で１０ａ当り３０万円となっております。 

続きまして受付番号４番，申請地は杉下字杉下７１５番１，地目は登記現況とも田，面

積４６９㎡の自作地，契約内容は売買で１０ａ当り８０万円となっております。 

続きまして受付番号５番，申請地は杉下字杉下７１６番１，地目は登記現況とも田，面

積２０７㎡の自作地，契約内容は売買で１０ａ当り８０万円となっております。 

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） 

事務局の説明が終わりました。続いて現地確認及び書類審査の結果の報告をお願いしま
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す。 

まず，受付番号２番について，伊奈地区を担当していただいた調査部会１班の７番羽田

委員からお願いします。 

 

１．羽田委員 

７月３日の午前中に行った書類審査，現地調査結果について報告いたします。 

メンバーは先程の菊地委員からの報告と同じです。議案第２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，地図は７ページになります。 

申請者は自作地約１６５アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は３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，一筆３，０００㎡を規模拡大のため売買により譲り受け，

水稲を作付する計画であり，隣接農地でも同様に水稲の栽培を行っております。 

以上のことから，２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。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ありがとうございました。 

続きまして受付番号１番及び３番から５番の現地確認及び書類審査の結果の報告を，調

査部会２班の３番豊島委員からお願いいたします。 

 

１．豊島委員 

７月３日に行った谷和原地区分の書類審査，現地調査結果について報告いたします。 

１時３０分から中山会長職務代理者，宮田委員，矢口委員，事務局から古谷事務局長，

大久保係長そして私の６名で行いました。 

受付番号１番，地図は６ページになります。現地は福岡堰土地改良区事務所の敷地の東

側になります。現地は雑草が生えておりました。 

申請者は自作地約５アールを耕作しており，世帯員の常時従事者は２名で，野菜を作付

する農家です。 

申請地は，登記現況とも畑，一筆２３８㎡を規模拡大のため売買により譲り受け，野菜

を作付する予定です。 

今回の申請は，その位置，面積，形状等からみてこれに隣接する農地と一体として利用 

しなければ利用することが困難と認められる農地のため，当該隣接する農地を現に耕作の 

事業に供している申請者が権利を取得しようとするものであり，下限面積の特例に該当す
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ると考えます。 

続きまして，受付番号３番，地図は８ページになります。福岡地区の台通用水と川通用

水が分かれる水門から南側に少し離れたところに位置しております。この水田は両側の水

田と併せて三筆で１枚の水田として利用しており，水稲が作付けされていました。 

申請者は自作地約３８６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・

芝を作付する農家です。 

申請地は田一筆９４０㎡を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。 

続きまして，受付番号４番，５番については同一申請ですので，一括して説明いたしま

す。地図は９ページになります。ＪＡ小絹セレモニーホールの信号の手前左側になります。 

修理工場の脇のところについては盛土されていましたが，他の部分は三筆を一体で利用

しており水稲が作付けされておりました。 

申請者は自作地約６４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。 

申請地は田二筆６７６㎡を規模拡大のため売買により譲り受け，水稲を作付する計画で

あり，隣接農地でも同様に水稲の栽培を行っております。 

受付番号５番については，持分二分の一の移転になります。 

以上のことから，受付番号１，３，４，５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。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

ありがとうございました。それぞれ調査部会の報告が終わりましたので審議いたします。 

まず，受付番号１番について，質問，意見のある方は挙手願います。 

 （挙手なし） 

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

 （挙手なし） 

続いて，受付番号３番について，質問，意見のある方は挙手願います。 

 （挙手なし） 

受付番号４番について，質問，意見のある方は挙手願います。 

 （挙手なし） 

続いて，受付番号５番について，質問，意見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） 

質疑がないようですので採決いたします。 

議案第２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」賛成の方の挙手を

求めます。 

(全員挙手) 

全員賛成により議案第２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） 

続いて，議案第３号「非農地証明発行可否について」を議題といたします。 

 事務局に説明を求めます。 

 

１．事務局（大久保係長） 

議案第３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３件となっておりますが，受付番号１番につきましては，７月７

日付で取り下げとなりましたので，受付番号２番から説明させていただきます。 

 受付番号２番，申請地は豊体字豊体４３０番，地目は登記畑，現況宅地，面積は２００

㎡となっております。 

続きまして受付番号３番，申請地は西楢戸字舟戸８７３番１，地目は登記畑，現況宅地，

面積は１，１２８㎡，西楢戸字舟戸８７３番４，地目は登記畑，現況宅地，面積は１８８

㎡，合計１，３１６㎡となっております。 

 以上です。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

はい，続いて書類審査及び現地確認の結果報告をお願いします。只今事務局からありま

したように受付番号１番は取り下げられましたので，受付番号２番，３番の報告をお願い

します。まず，受付番号２番について，調査部会１班の５番中山会長職務代理者より報告

をお願いします。 

 

１.中山会長職務代理者 

７月３日に行った書類審査及び現地調査について報告いたします。受付番号２番，地図

は１２ページになります。 

今回提出されました受付番号２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
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も差し支えないと思われます。 

各委員のご審議を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。続いて受付番号３番について，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 

７月３日午後１時３０分から谷和原庁舎において書類審査を行い，その後，古谷事務局

長，大久保係長，中山会長職務代理者，豊島委員，矢口委員と私の６名で現地調査を行い

ました。 

受付番号３番，地図は１３ページになります。谷和原庁舎からみらい平方面に向かいま

して，左側に西楢戸の集落がありますが，高速道路の手前を左側に入って行き，右手に申

請地があります。資料備考欄に記載してありますように，受付番号３番につきましても，

昭和５７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。 

皆様のご審議をお願いいたします。 

 

１．議 長（齊藤会長） 

 審議に入る前に，ここで暫時休憩いたします。 

 

（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３号 非農地証明発行可否についての審議に入ります。 

受付番号２番について，質問，意見のある方は挙手願います。 

(挙手なし) 

ないようですので，受付番号３番について，質問，意見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。 



  11 

議案第３号について，非農地証明を発行することに賛成の方の挙手を求めます。 

(全員挙手) 

全員賛成により議案第３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） 

 議案は以上です。これより報告事項となります。 

 事務局の説明を求めます。 

 

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。１４ページをご覧ください。 

 今回，転用届出に対する専決処分は６件となります。 

 受付番号１番ですが，譲受人，譲渡人，申請地はこちらに記載のとおりです。申請理由

は自己住宅を建てるための売買になります。地目は登記宅地，現況畑です。面積は２３７．

２６㎡です。 

 続きまして，受付番号２番，こちらも自己住宅を建てるための売買です。地目宅地，現

況畑，面積は３２４．１９㎡です。 

 続いて受付番号３番，こちらも自己住宅を建てるための売買になります。登記，現況と

もに畑，面積は２０４．００㎡です。 

 続いて受付番号４番，こちらは自己住宅を建てるための使用貸借になります。登記，現

況ともに畑，面積は５１２．００㎡です。 

 続いて受付番号５番，こちらも自己住宅を建てるための売買になります。地目宅地，現

況畑，面積は２３７．２６㎡です。 

 最後に受付番号６番，こちらも自己住宅として利用するための売買になります。地目畑，

現況宅地，面積は２００．００㎡です。 

 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。１５ページをご覧ください。今回の合意解約は１件となります。受付

番号１番，こちらは，借りていた方が高齢となったため解約するものです。今後は農地所

有者本人が耕作することになります。 

 最後に報告事項③「制限除外の農地の移動届について」を報告いたします。 

１６ページをご覧ください。今回は１件です。 

 受付番号１番，申請理由は道路寄附，道路用地として市に寄附するものです。地目は登

記現況ともに畑，計三筆です。面積は，三筆合わせまして，２３１㎡になります。 

 報告は以上です。 
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１．議 長（齊藤会長） 

 ありがとうございました。 

 以上を持ちまして，議案審議，報告事項のすべてが終了しました。 

 ７月定例総会を閉会いたします。 

 


