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土浦市農業委員会総会議事録

１

開会の日時および場所
令和２年５月１３日（水）

午後２時

土浦市役所農業委員会室
２

議事日程
報告第２２号 農地法第１８条第 6 項の規定による通知について
報告第２３号 農地法第４条の規定による市街化区域内の農地転用届出に対する受理
について
報告第２４号 農地法第５条の規定による市街化区域内の農地転用届出に対する受理
について
議案第２３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２４号 農地法第 4 条の規定による許可申請に対する許可について
議案第２５号 農地法第５条の規定による許可申請に対する許可について
議案第２６号 現況証明願いについて
議案第２７号 和解の仲介の申立てについて
議案第２８号 農業振興地域整備計画変更に関する意見について
議案第２９号 農用地利用集積計画について

３

出席した委員
２番

戸

井

要

雄

３番

川

村

剛

久

７番

大

関

義

雄

８番

宮

下

茂

司

１０ 番

髙

橋

弘

一

１１番

大

塚

典

夫

※総会は，現に在任する委員（１１名）の過半数が出席することで開催となります。
新型コロナウイルス感染症防止対策として，過半数となる６名が出席しました。
４

欠席委員
１番

髙

野

三

郎

４番

栗

原

９番

和

田

俊

一

１２番

岩

瀬
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敦

子
守

５番

井

沢

清

議

長

只今，出席委員は６名で総会は成立いたしました。
よっ て， こ れよ り， 令 和２ 年第 ５ 回土 浦市 農 業委 員会 総 会を 開会 い たし ま
す。
本日の欠席委員を申し上げます。１番 髙野委員，４番 栗原委員，５番 井
沢委 員， ９ 番和 田 委員 ，１ ２番 岩 瀬委 員， 以 上， ５名 の方 が欠 席と なりま
す。
次に，議事録署名委員の指名を行います。
議事録署名委員は，会議規則第１３条の規定により，８番 宮下委員，１１番
大塚委員，以上２名の方を指名いたします。
審議に入る前に申し上げます。土浦市農業委員会会議規則第１４条によ
り， 総会 は公 開す るこ とに なっ てお りま す。 発言 の際 は， 個人 情報 に関 する
事項 につ いて 住所 ・氏 名・ 所在 等に つい ては 発言 しな いよ うに お願 いい たし
ます。
な お， 発言 の際 は挙 手の うえ ，指 名さ れて から ，起 立し て質 問を お願 いい
たします。
また，「農業委員会等に関する法律」第３１条に基づき，農業委員会の委員
は， 自己 また は同 居の 親族 若し くは その 配偶 者に 関す る事 項に つい ては ，そ
の議事に参与することができませんので，事前に退席をお願いいたします。
なお，退席後次の議事に入る前には，入室の確認をさせていただきます。
それでは，早速議事に入ります。
報告 第２ ２ 号「 農地 法 第１ ８条 第 ６項 の規 定 によ る通 知 につ いて 」 を事 務
局から説明願います。

事

務

議

局

（報告第２２号について議案書のとおり報告）

長

只今の報告について質問ございませんか。
（異議なしの声あり）

議

長

異議なしということで，報告第２２号については原案通り承認します。
次に 報告 第２ ３号 「農 地法 第４ 条の 規定 によ る市 街化 区域 内の 農地 転用 届出
に対する受理について」を事務局から説明願います。

事
議

務

局

（報告第２３号について議案書のとおり報告）

長

只今の報告について，質問はございませんか。
（意義なしの声あり）

議

長

異議なしということで，報告第２３号については原案通り承認いたしま
す。 次に ，報 告第 ２４ 号「 農地 法第 ５条 の規 定に よる 市街 化区 域内 の 農 地転
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用届出に対する受理について」を事務局から説明願います。
事

務

議

局

（報告第２４号について議案書のとおり報告）

長

只今の報告について質問ございませんか。
（異議なしの声あり）

議

長

異議なしということで， 報告第２４号については原案通り承認いたしま
す。次に議案に入ります。
議案第２３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」を上程いたします。１１番 大塚委員から説明をお願いします。

大塚委員

１１番 大塚です。議案第２３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」 を説 明い たし ます 。去 る５ 月７ 日， 川村 委員 ，大 関委
員，私と事務局３名で調査を行いました。
１番 ，譲 受人 ，譲 渡人 ，申 請地 は議 案書 記載 のと おり です 。畑 １筆 1,305
㎡， 譲受 事由 は農 業経 営規 模拡 大の ため ，作 付予 定は パパ イヤ です 。譲 渡事
由は 譲受 人の 要望 によ り， 贈与 によ る所 有権 移転 です 。２ 番， 譲受 人， 譲渡
人，申請地は議案書記載のとおりです。田１筆 834 ㎡，譲受事由は農業経営
規模 拡大 のた め， 作付 予定 は野 菜で す。 譲渡 事由 は耕 作出 来な いた め， 売買
によ る所 有権 移転 です 。３ 番， 譲受 人， 譲渡 人， 申請 地は 議案 書記 載の とお
りです。畑２筆 1,261 ㎡，譲受事由は譲渡人の要望により，作付予定は野菜
です 。譲 渡事 由は 耕作 予定 もな く， 管理 が難 しい ため ，売 買に よる 所有 権移
転で す。 ４番 ，譲 受人 ，譲 渡人 ，申 請地 は議 案書 記載 のと おり です 。田 ９筆
6,909 ㎡，譲 受事 由は 譲渡人 の要 望に より ， 作付予 定は 水稲 です 。 譲渡事由
は農 業経 営規 模縮 小の ため ，売 買に よる 所有 権移 転で す。 ５番 ，譲 受人 ，譲
渡人，申請地は議案書記載のとおりです。畑２筆 2,559 ㎡，譲受事由は譲渡
人の要望により，作付予定はそばです。譲渡事由は農業経営規模縮小のた
め， 売買 によ る所 有権 移転 です 。６ 番， 譲受 人， 譲渡 人， 申請 地は 議案 書記
載のとおりです。田１筆 600 ㎡，譲受事由は農業経営規模拡大のため，作付
予定は水稲です。譲渡事由は高齢のため，売買による所有権移転です。以
上， 調査 員の 意見 とし まし ては 許可 相当 と判 断し まし たが ，皆 様の 更な るご
審議をお願いいたします。

議

長

只今 ，大 塚 委員 か ら 説 明が あり ま した 。こ の 件に つき ま して 質問 ご ざい ま
すか。

宮下委員

売買価格を教えてください。

事

２番は１０a あたり 70 万円，３番は総額 8,800 円，４番は１０a あたり

務

局

30 万円，５番は１０a あたり 25 万円，６番は総額 25 万円です。

3

議
事

務

長

１番は，以前，譲渡人が購入したものでしょうか。

局

以前，譲渡人が購入したものです。

大塚委員

申請 地は 昨 年ご ろ埋 め 立て た土 地 です 。現 状 ，申 請地 の 横に 譲受 人 がハ ウ
スでトマトを作っているため，申請により地続きとなります。

議

長

その他，質問はございませんか。
（異議なしの声あり）

議

長

異議 なし と いう こ と で ，議 案第 ２ ３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」は許可することに決します。
次に 議案 第 ２４ 号「 農 地法 第４ 条 の規 定に よ る許 可申 請 に対 する 許 可に つ
いて」を上程いたします。３番 川村委員から説明をお願いします。

川村委員

３番 川村です。議案第２４号「農地法第４条の規定による許可申請に対す
る許 可に つい て」 を説 明い たし ます 。去 る５ 月７ 日， 大関 委員 ， 大 塚委 員，
私と事務局３名で調査を行いました。
申請 人， 申 請地 は議 案 書記 載の と おり です 。 現況 は畑 だ が， 現在 は 駐車 場
とな って おり ます 。転 用目 的は ，申 請地 を 駐 車場 とし て利 用し たい ，違 反状
態を 是正 した いと のこ とで す。 昭和 ５４ 年頃 より ，す でに 駐車 場と して 使用
して いる 状態 だっ たよ うで す。 なお ，隣 接地 が農 地法 第５ 条の 許可 申請 に絡
んで きま す。 申請 面積 は９ ４㎡ ，農 地区 分は 第３ 種農 地で す。 調査 員の 意見
とし まし ては 許可 相当 と判 断し まし たが ，皆 様の 更な るご 審議 をお 願い いた
します。

議

長

只今 ，川 村 委員 から 説 明が あり ま した 。こ の 件に つき ま して 質問 ご ざい ま
すか。
（異議なしの声あり）

議

長

異議 なし と いう こと で ，議 案第 ２ ４号 「農 地 法第 ４条 の 規定 によ る 許可 申
請に対する許可について」は許可することに決します。
次に 議案 第 ２５ 号「 農 地法 第５ 条 の規 定に よ る許 可申 請 に対 する 許 可に つ
いて」を上程いたします。
１番については，「農業委員会等に関する法律」第３１条第１項の議事参与
の制限に大関委員が該当しますので，審議が終了するまで一時退席願いま
す。
（大関委員一時退席）

議

長

それでは，１番について３番 川村委員から説明お願いします。
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川村委員

議案第２５号「農地法第５条の規定による許可申請に対する許可につい
て」 を説 明い たし ます 。去 る５ 月７ 日， 大関 委員 ， 大 塚委 員， 私と 事務 局３
名で調査を行いました。
１番 ，譲 受人 ，譲 渡人 ，申 請地 は議 案書 記載 のと おり です 。畑 １筆 1,251
㎡， 転用 目的 は申 請地 を庭 園・ 寺院 駐車 場と して 利用 した いた め， 寄付 によ
る所 有権 移転 です 。農 地区 分は 第２ 種農 地で す。 調査 員の 意見 とし まし ては
許可相当と判断しましたが，皆様の更なるご審議をお願いいたします。

議

長

只今 ，川 村 委員 から 説 明が あり ま した 。こ の 件に つき ま して 質問 ご ざい ま
すか。
（異議なしの声あり）

議

長

異議なしということで，議案第２５号の１番は許可することに決します。
大関委員の入室確認をお願いします。
（大関委員入室確認）

議

長

次に議案第２５号の２番，３番について３番 川村委員から説明お願いしま
す。

川村委員

２番 ，３ 番 を説 明い た しま す。 ２ 番， 譲受 人 ，譲 渡人 ， 申請 地は 議 案書 記
載のとおりです。畑３筆 1,111 ㎡，転用目的は申請地へ太陽光発電設備を設
置し たい ため ，売 買に よる 所有 権移 転で す。 農地 区分 は第 ２種 農地 です 。３
番，譲受人，譲渡人，申請地は議案書記載のとおりです。 譲渡人の１人目
は，先ほどの議案第２４号の申請人であり，畑２筆 1,727 ㎡，譲渡人の２人
目は，畑１筆 212 ㎡，合計 1,939 ㎡です。転用目的は申請地へコンビニエン
スス トア を建 築し たい ため ，賃 貸借 によ る賃 借権 設定 です 。農 地区 分は 第３
種農 地で す。 調査 員の 意見 とし まし ては 許可 相当 と判 断し まし たが ，皆 様の
更なるご審議をお願いいたします。

議

長

只今 ，川 村 委員 から 説 明が あり ま した 。こ の 件に つき ま して 質問 ご ざい ま
すか。
（異議なしの声あり）

議

長

異議 なし と いう こと で ，議 案第 ２ ５号 の２ 番 ，３ 番は 許 可す るこ と に決 し
ます。
次に議案第２６号「現況証明願いについて」を上程いたします。３番 川村
委員から説明お願いします。

川村委員

３番 川村です。議案第２６号「現況証明願いについて」を説明いたしま
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す。 去る ５月 ７日 ，大 関委 員， 大塚 委員 ，私 と事 務局 ３名 で調 査を 行い まし
た。
所有者，届出地は議案書記載のとおりです。畑１筆 236 ㎡，現況山林で非
農地 証明 をお 願い した いと のこ とで す。 届出 地は すで に山 林化 して いま す。
所有 者が ７名 とな って いる のは ，相 続に よる 共有 のた めで す。 調査 員の 意見
とし まし ては 山林 化の 現況 証明 は 許 可相 当と 判断 しま した が， 皆様 の更 なる
ご審議をお願いいたします。
議

長

只今 ，川 村 委員 から 説 明が あ り ま した 。こ の 件に つき ま して 質問 ご ざい ま
すか。
（異議なしの声あり）

議

長

異議 なし と いう こと で ，議 案第 ２ ６号 は非 農 地と して 証 明す るこ と に決 し
ます。
次に 議案 第 ２７ 号「 和 解の 仲介 の 申立 てに つ いて 」を 上 程い たし ま す。 ７
番 大関委員から説明お願いします。

大関委員

７番 大関です。議案第２７号「和解の仲介の申立てについて」を説明いた
しま す。 去る ５月 ７日 ，川 村委 員， 大塚 委員 ，私 と事 務局 ３名 で調 査を 行い
ました。
事件 名， 申 立人 住所 氏 名， 相手 方 住所 氏名 ， 申立 て農 地 等の 表示 は 議案 書
記 載 の と お り で す 。 申 立 て の 趣 旨 は ，「 前 回 の 和 解 仲 介 に 不 適 当 と い う 理 由
が， 承服 でき るも ので はな い。 畜産 環境 は変 化し てお り， 防疫 体制 も法 律や
環境 の変 化に 応じ た対 応が 求め られ てい る。 今後 の当 社の 計画 のた めに 是非
とも この 農地 が必 要で ある 。土 浦市 農業 委員 会で 仲介 でき ない ので あれ ば，
県の 小作 主事 に仲 介の 取り 扱い をし てほ しい 」と いう こと です 。 な お， 前回
の申立て内容は，「申立てをした農地は，弊社が新規畜舎を計画している土地
です 。畜 舎で 養畜 を開 始す ると ，申 し立 てし た農 地を 確保 する こと が畜 産防
疫上 必要 と考 えて いま すが ，土 地所 有者 が貸 して くれ ませ ん。 また ，現 状で
は，相手方 1 名が所有している農地は第三者の耕作者と利用権が設定されて
いる よう です が， 耕作 者に 申立 人が 畜産 防疫 上必 要な 土地 なの で耕 作し ない
で欲 しい と頼 んで も， 話し 合い に応 じて くれ ませ ん。 この こと は， 先日 農業
委員 ，推 進委 員が 現地 に来 た時 にも 説明 しま した 。全 て申 立人 の畜 産施 設建
設計 画上 必要 な農 地の ため ，和 解の 仲介 申立 てを した 」と いう こと です 。前
回の和解仲介の決定事項は，「①申立てされた農地は，申立人と相手方との間
に， 農地 法， 農業 経営 基盤 強化 促進 法に 基づ く賃 借権 など の権 利が 設定 され
てい ない ため ，農 地の 利用 関係 の事 実確 認が でき ない ，② 相手 に賃 貸借 の意
思が ある かの 確認 や交 渉は 当事 者が 行う こと で， 農地 の利 用関 係の 紛争 以前
の問 題で ある ，③ 和解 仲介 は， 現に 正規 な貸 し借 りの 農地 が紛 争状 態に ある
農地 の仲 介を する もの であ り， これ から 借り よう とす る農 地の 賃貸 借の 交渉
の場 を提 供す る場 では ない。」 です 。前 回の 決 定事 項に 対す る反 論は，「①利
用関 係の 事実 確認 がで きな いと ある が， 当社 はそ こに 権利 の設 定が でき ない
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状態 であ る。 また ，隣 地の 境界 も不 明で ある ，② 紛争 以前 の問 題と ある が，
嫌が らせ を受 けて いる ので 紛争 であ る， ③農 地の 賃貸 借の 交渉 の場 を提 供す
る場 でな いと あ る が， 委員 会に それ は期 待し てい ない し， 法律 解釈 がで きて
調整 が行 える とは 思え ない 。当 社は 民事 事件 とし て考 えて おり ，法 的認 識の
ある 小作 主事 に委 ねた い， ④こ の申 立て に反 対す る委 員に は， 内容 証明 で通
知す るの で回 答を 頂き たい 」と いう こと です 。 和 解仲 介の 取り 扱い につ いて
は，「今回の申立てが農地の利用関係の紛争に該当する場合には仲介委員３名
を指名し，仲介期日を決定する。紛争に当たらない場合は仲介不適当とす
る。 また ，農 業委 員会 にお いて 仲介 を行 うこ とが 不適 当で ある と認 めた 場合
には ，農 業委 員会 は県 知事 に仲 介を 行う べき 旨の 申出 を す るこ とが でき る」
というものです。委員の皆様の更なるご審議をお願いいたします。
議

長

只今 ，大 関 委員 から 説 明が あり ま した 。こ の 件に つき ま して 協議 し たい と
思います。事務局よりこれまでの経緯と要点の説明をお願いします。

事

務

局

要点については，議案書の前回の申立て内容，前回の和解仲介の決定事
項， 前回 の決 定事 項に 対す る反 論 に 記載 のと おり です 。な お， これ まで の経
緯とは関係なく判断をお願いします。

議

長

以前 も申 立 てが あり ， 農業 委員 会 では 和解 仲 介不 適当 と 判断 し， 仲 介は 行
って おり ませ ん 。 その ため ，申 立人 は茨 城県 にて 対応 して ほし いと いう 依頼
です。議案書の前回の決定事項に対する反論④にて，「この申立てに反対する
委員 には ，内 容証 明で 通知 する ので 回答 を頂 きた い」 との こと です が， １人
１人 の意 見で 判断 をし てい るわ けで はな いた め， 農業 委員 会と して の回 答は
しま すが ，個 人個 人で の回 答は でき ませ ん。 総会 で決 定し たこ とが 総意 であ
りま す。 今回 の申 立て 農地 は， 申立 人が 畜産 経営 をす るた めに 借り たい 土地
です が， 利用 権が 設定 され てい るた めす でに 借り てい る人 がい ます 。 利 用権
が設 定さ れて いる ため ，地 主も 貸さ ない と言 って おり ます 。 し かし ，申 立人
の畜 産施 設建 設計 画に 含ま れ て いる ため ，貸 して ほし いと いう こと です 。 借
りて いる 際に トラ ブル があ った 場合 は仲 介を しま すが ，ま だ借 りて いな い状
態な ので ，市 の農 業委 員会 では 和解 仲介 はで きま せん 。市 で和 解仲 介が でき
なけ れば 県の 和解 仲介 に取 り次 ぐと いう こと にな りま すが ，県 で受 理さ れる
かど うか はわ かり ませ ん。 県に 取り 次ぐ ため ，市 の農 業委 員会 の案 件か らは
外れ るか たち とな りま す。 以前 も県 に取 り次 いだ こと があ りま した が， 受理
されましたか。

事
議

務

局

受理はされましたが，その後，県からの報告はありません。

長

再度，県に打診してください。
今回 の件 に つき まし て は， 市の 農 業委 員会 で は仲 介不 適 当と し， 本 人の 要
望があれば県に取り次ぐというかたちでよろしいでしょうか。
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（異議なしの声あり）
議

長

異議 なし と いう こと で ，議 案第 ２ ７号 は， 市 の農 業委 員 会で は仲 介 不適 当
とし，本人の要望があれば県知事に仲介の申出をすることとします。
次に 議案 第 ２８ 号「 農 業振 興地 域 整備 計画 変 更に 関す る 意見 につ い て」 を
上程します。７番 大関委員から説明お願いします。

大関委員

７番 大関です。議案第２８号「農業振興地域整備計画変更に関する意見に
ついて」を説明いたします。
土浦 農業 振 興地 域整 備 計画 を変 更 する こと に つ い て， 農 業振 興地 域 の整 備
に関 する 法律 施行 規則 第３ 条の ２の 規定 に基 づき ，次 の農 地に つい て土 浦市
長か ら意 見を 求め られ たも ので す。 変更 内容 は農 用地 区域 から の除 外， 変更
する 土地 は議 案書 記載 のと おり です 。 今 回変 更す る土 地は すべ て農 用地 です
が， いず れも 例外 規定 に該 当 し ，除 外は やむ を得 ない と判 断し まし たが ，委
員の皆様の更なるご審議をお願いいたします。

議

長

只今 ，大 関 委員 から 説 明が あり ま した 。 こ の 件に つき ま して 質問 ご ざい ま
すか。
（異議なしの声あり）

議

長

異議 なし と いう こと で ，議 案第 ２ ８号 「農 業 振興 地域 整 備計 画変 更 に関 す
る意見について」は異議なしと決します。
次に 議案 第 ２９ 号「 農 用地 利用 集 積計 画に つ いて 」を 上 程い たし ま す。 事
務局より説明をお願いします。

事

務

局

議案 第２ ９ 号に つい て 説明 いた し ます 。１ 番 から ２３ 番 まで と２ ７ 番の ２
４件が新規設定です。２４番から２６番までの 3 件が再設定です。
今回は，利用権を初めて設定する方が３人います。 まず，８番の耕作者
は， 都内 の農 業法 人で 農業 に従 事し ，そ の後 ，か すみ がう ら市 の農 業法 人で
レン コン 栽培 に４ 年従 事し てか ら ， 市内 の認 定新 規就 農者 のも とで レン コン
栽培に２年従事しておりました。今回は，独立するため に，ハス田を 1.２反
歩借 りる もの です 。次 に９ 番， １０ 番の 耕作 者は ，か すみ がう ら市 の食 品加
工会社で，相対で借りていた農地に利用権を設定するものです。 次に２１
番， ２２ 番の 耕作 者は ，Ｊ Ａ水 郷つ くば 東部 蓮根 部会 に所 属し てお り， かす
みが うら 市や 右籾 地内 で， 相対 で農 地を ８反 歩ほ ど借 り て ，レ ンコ ン栽 培に
従事 して おり ます 。今 回は 右籾 地内 で， 相対 で借 りて いる ハス 田に 利用 権を
設定 する もの です 。詳 細は 議案 書に 記載 のと おり です ので ，ご 審議 のほ どよ
ろしくお願いいたします。

議

長

只今 ，事 務 局か ら説 明 があ りま し た。 この 件 につ きま し て質 問ご ざ いま す
か。
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（異議なしの声あり）
議

長

異議 なし と いう こと で ，議 案第 ２ ９号 「 農 用 地利 用集 積 計画 」は 原 案ど お
り決します。
以上 で令 和 ２年 第５ 回 総会 の全 議 案を 終了 し まし た。 慎 重な るご 審 議あ り
がとうございました。

令和２年５月１３日
議

長

署名人
８番
１１番
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