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第６回 壬生町農業委員会総会 議事録 
 

令和 2年１２月２１日（月）【午前９時３０分開会】 

 

１．開催日時 令和２年１２月２１日（月）午前９時３０分から午前１０時５２分 

 

２．開催場所 壬生町役場 第２会議室 

 

３．出席委員 １０人 

   会長 １０番 梁島 源智 

会長職務代理者 ５番 篠原 正明 

委員 １番 刀川 正己、２番 大橋 好一、３番 髙 敏男 4番 大関 孝男 

６番 髙橋 宏治、７番 琴寄 成人、８番 清水 利通、９番 早乙女 誠 

 

４．参集推進委員 ２人 

   ９番 鈴木良一 １０番 中川義人  

 

５．議事日程  

 

開 会 

議事録署名委員の指名 

会議書記の指名 

日程第１   会務報告について 

日程第２   議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請の件について 

日程第３   議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請の件について 

日程第４   議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請の件について 

日程第５   議案第４号 壬生町農用地利用集積計画の件について 

日程第６   報告第１号 非農地証明願の件について 

日程第７   報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出の件について 

日程第８   報告第３号 農地法第４条の規定による届出の件について 

日程第９   報告第４号 農地法第５条の規定による届出の件について 

その他 

閉会 

 

６．農業委員会事務局職員 

   事務局長 大垣仁美、農地調整係長 宇賀神尚、局長補佐兼庶務係長 岡洋子 

 

７．会議の概要 

令和２年１２月２１日（月）【午前９時３０分開会】 
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●局長  定刻になりましたので、第６回壬生町農業委員会総会を開会いたします。 

ただ今の出席委員は 10名で、欠席委員はおりません。定足数に達しております 

ので、本総会は成立いたします。それでは、会長よりあいさつ並びに開会宣言をお

願いいたします。 

 

○会長  コロナ感染者に関しましては、栃木県でも毎日２桁の人数が出ていて、早くワク 

チンができない限り収束しないという状況です。そのような中で、農水省の経営継 

続補助金の一次募集を行いまして８０，８８９件の申請があり、審査に通った方が 

２８，２９２件ということで交付対象が決まったと聞いています。 

第２次募集が１１月１９日に締め切りをしまして、６４，０００件の応募があった 

ようです。その中でＪＡ関係が５９，０００件で、これから第３次補正予算を使っ 

て補助金の交付をしていくとのことです。また、高収益作物次期策交付金は春に申 

請をしましたが、中々決まらずに秋になって内容が決まりましたが、これから意欲 

ある農家の方に支障がないように交付金を出すようです。先日農協で話をしました 

が、対象がイチゴ・トマト・にらということですが、農政課で確認をしたところ路 

地野菜も対象になるようなので、農協で確認をしていただきたいと思います。 

それでは総会を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

●局長  ありがとうございました。 総会の議事進行につきましては、農業委員会総会規

則第 5条の規定により、会長にお願いいたします。 

 

○議長  それでは、壬生町農業委員会総会規則第１９条第２項に規定する議事録署名委員

ですが、議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

○議長  それでは、９番 早乙女誠 委員、１番 刀川正己 委員にお願いいたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局職員の岡局長補佐と宇賀神係長を指名いたし

ます。 

 

○議長  それでは、日程第１の会務報告について、事務局長より報告をいたさせます。 

 

●局長  会務報告を申し上げます。議案書１ページ２ページをご覧ください。 

・１１月２０日（金）農業振興地域整備促進協議会が、役場正庁で開催され、 梁 

島源智会長・篠原正明職務代理・鈴木進吉推進委員（認定農業者協議会 会長）

が出席いたしました。 

・１１月２７日（金）県常設審議委員会が、とちぎアグリプラザで開催され、梁 

島源智会長と宇賀神 尚係長が出席いたしました。 

・１２月１０日（木）とちぎ女性農業委員の会第１２回通常総会及び女性 農業
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委員・女性農地利用最適化推進委員研修会が、護国会館で開催され、木野内佳

代子推進委員と岡洋子局長補佐が出席いたしました。 

・１２月１０日（木）農業次世代人材投資事業サポートチームによる訪問指導が

対象者である    氏のほ場で行われ、星川旭推進委員が出席いたしました。 

・１２月１４日（月）農業次世代人材投資事業サポートチームによる訪問指導が

対象者である    氏のほ場で行われ、小島高雄推進委員が出席いたしまし

た。 

・１２月１５日（火）農地法第４条及び第５条許可申請に伴う現地調査委員会が

第 3会議室及び現地において開催され、梁島源智会長・髙敏男農業委員・大

関孝男農業委員・鈴木良一推進委員・中川義人推進委員、事務局から宇賀神 尚

係長と私が出席いたしました。 

・同じく１２月１５日（火）に農業次世代人材投資事業サポートチーム訪問指導

が    氏ほ場で行われ、清水正美推進委員が出席いたしました。 

・１２月１６日（水）同じく農業次世代人材投資事業サポートチームによる訪問

指導が    氏ほ場及び    氏ほ場で行われ、  氏については癸生川

悦亮推進委員が出席、  氏については小島高雄推進委員が出席して行われま

した。 

 

○議長  ただいまの報告について、何かご発言ございますか。 

 

（発言なし） 

 

〇５番 篠原正明 委員 

     サポートチーム訪問指導の内容は。 

 

●局長  農政課の農業次世代人材投資資金事業の一環で、農協・農業振興事務所・地区担 

当推進委員・農政課職員が対象者のほ場で耕作状態等を確認しています。この事業 

は、推進委員さんにサポートチームの委員になっていただくことになっています。 

 

〇８番 清水利通 委員 

     生産者が何を栽培しているのかと、生産組織があれば組織の代表が出ています。

私はナス部会長として出ています。    さんは５年ぐらいになるかなと思い 

ます。年２回ぐらいあります。 

 

〇議長  何か報告があればいいのかと思います。農政課で報告してくれるとか一覧を出し 

てくれるとか。 

 

８番 清水利通 委員 

     5か年かけて新規就農者の経営指導をしているということだと思います。5年後 
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の経営計画に沿って順調に進んでいるかの状況をみて、中間で技術的な面や経営的

な面をアドバイスしていくものです。 

 

○議長  特に発言がないようですので、以上で日程第１の会務報告を終わります。 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

○議長  それでは、日程第２の議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の件につ 

いて」を、議題といたします。 事務局より議案の朗読と説明をいたさせます。 

 

●事務局 議案書の朗読と説明〔宇賀神農地調整係長〕 

議案書３ページの議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請の件について

ご説明いたします。１２/４（金）締切りの時点で、６件の申請がございました。議

案に従いまして第１項から順にご説明いたします。 

  

第 1項 

譲渡人       自作地２３a借受地２６a 

譲受人       自作地２３a 借受地２６a 
 

（土地の表示） 

壬生町大字七ツ石      番     田     １６５㎡ 
壬生町大字七ツ石      番     田 ２２２９．０４㎡ 

合 計 ２３９４．０４㎡ 

   

贈与による所有権移転稼動 ３人 

 

第２項 

譲渡人         自作地４３ａ 

譲受人         自作地２１５ａ 貸付地３８ａ 
 

（土地の表示） 

壬生町大字上稲葉      番     田    １１５３㎡ 

 

交換による所有権移転 稼動 １人 

 

第３項 

譲渡人         自作地２１５ａ 貸付地３８ａ 

譲受人         自作地４３ａ 
 

（土地の表示） 

壬生町大字上稲葉        番  田     ３３３㎡ 
壬生町大字上稲葉        番  田     ４０３㎡ 

合 計     ７３６㎡ 
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交換による所有権移転 稼動 ３人 

 

第４項 

譲渡人          自作地１７３ａ 

譲受人          自作地３８２ａ 借受地２３０ａ 
 
 

（土地の表示） 

壬生町大字羽生田      番    畑    ４９９㎡ 

売買による所有権移転         稼動２人 

 

第５項 

譲渡人           自作地３３ａ 

譲受人           自作地１８２ａ 借受地１９ａ 貸付地１５ａ 

（土地の表示） 

壬生町大字壬生乙            田     １１２㎡ 
壬生町大字壬生乙            田     ６９２㎡ 
壬生町大字壬生乙            田    １０７３㎡ 
壬生町大字壬生乙            田     １４５㎡ 
壬生町大字壬生乙            田      ３１㎡ 
壬生町大字壬生乙            田     ６３７㎡ 
壬生町大字壬生乙            田    ６．４２㎡ 

合 計 ２６９６．４２㎡ 

売買による所有権移転（     円） 稼動３人 

 

第６項 

貸 人                 

自作地２３４ａ 借受地１８１ａ 

借 人              自作地２ａ 
 

（土地の表示） 

壬生町大字壬生丁            畑    １８４８㎡ 
壬生町大字壬生丁            畑    ２９７６㎡ 

合 計    ４８２４㎡ 

 

使用貸借権の設定１０年間 稼動２人 

 

以上、第１項から第６項につきまして、農地法第３条第２項第１項の全部効率利

用要件、同第４号の農業常時従事要件、同第５号の下限面積要件について、申請書・

添付書類・農地台帳等により確認しましたが、いずれも要件を満たしておりました。 

以上でございます。 
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○議長  それでは、第１項案件を議題といたします。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員の方から、現地調査の結果並

びに補足説明をお願いいたします。 

 

○議長 ７番 琴寄成人 委員 

 

●７番 琴寄成人 委員（１項の現地調査の結果並びに補足説明） 

第１項の案件について、去る１２月１３日に、譲受人    氏立会いのもと、 

清水利通委員、青木幸一農地利用最適化推進委員とともに現地調査を行い、周辺地 

域との関係について現地確認いたしましたので、報告いたします。いずれも問題を 

生ずる恐れは無く、農地法第３条第２項第７号の地域との調和要件を満たしており 

ました。」と発表します。 

 

○議長  ありがとうございました。それでは、第１項案件について質疑に入ります。ただ

いまの説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

（質問意見なし） 

 

○議長  発言が無いようですので、それでは採決いたします。議案第１号第１項について、

原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

○議長  全員賛成ですので、議案第１号第１項は、原案のとおり決定いたしました。 

      

○議長  次に、第２項案件を議題といたします。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員の方から、現地調査の結果並 

びに補足説明をお願いいたします。   

 

○議長 ７番 琴寄成人 委員 

     第２項の案件について、同じく１２月１３日に譲渡人    氏（  氏長男）、 

立会いのもと、早乙女誠委員、賀長紀好農地利用最適化推進委員とともに現地調査

を行い、周辺地域との関係について現地確認いたしましたので、報告いたします。

チェックシートに従い、１番から７番の項目について確認しましたが、いずれも問

題を生ずる恐れは無く、農地法第３条第２項第７号の地域との調和要件を満たして

おりました。 

 

○議長  ありがとうございました。それでは、第２項案件について質疑に入ります。ただ

いまの説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。 
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（質問意見なし） 

 

○議長  発言が無いようですので、それでは採決いたします。議案第１号第２項について、

原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

○議長  全員賛成ですので、議案第１号第２項は、原案のとおり決定いたしました。 

○議長  次に、第３項案件を議題といたします。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員の方から、現地調査の結果並

びに補足説明をお願いいたします。   

 

○議長 ７番 琴寄成人 委員 

 

●７番 琴寄成人 委員（３項の現地調査の結果並びに補足説明） 

     ２項案件の土地と交換分合です。譲受人    氏立会いのもと、早乙女誠委員 

賀長紀好農地利用最適化推進委員とともに現地調査を行い、周辺地域との関係につ 

いて現地確認いたしましたので、報告いたします。チェックシートに従い、１番か

ら７番の項目について確認しましたが、いずれも問題を生ずる恐れは無く、農地法

第３条第２項第７号の地域との調和要件を満たしておりました。 

 

○議長  ありがとうございました。それでは、第３項案件について質疑に入ります。ただ

いまの説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

〇８番 清水利通 委員 

     交換分合ということですが、面積に開きがあるのは何かあるのですか？ 

 

〇７番 琴寄成人 委員 

     公図を見ていただくとわかりますが、今回交換をしたい  氏の農地が  氏の 

自宅の目の前になっています。  氏は  で料理店をやっているので、食材とし

て使うためにも自宅の近くの農地で自作で野菜を作りたいということです。 

 

〇６番 高橋宏治 委員 

     土地の交換の登記条件として、土地の価値（評価額）がほぼ同一ということが条

件になってきます。登記がとおらないこともあり得ますが、３条の案件としては問

題ないかと思います。 

 

〇７番 琴寄成人 委員 

     面積としては１．３倍ぐらいになってしまうかと思います。交換することにより、 
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   氏の農地も一角にまとまり、  氏についても自宅の目の前で耕作ができる

ということで条件には問題ないと思います。 

 

〇事務局 宇賀神農地調整係長 

     登記に関しては事務局での判断ができないところですが、農業委員会としてこの

案件の３条の交換について農業会議に聞いてみたところ、本人たちの合意ができて

おり、面積についても常識から外れるようだと問題ですが、７３６㎡と１，１５３

㎡であれば許可することに差し支えないのではないかという回答をいただきまし

た。 

○議長  それでは採決いたします。議案第１号第３項について、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

○議長  全員賛成ですので、議案第１号第３項は、原案のとおり決定いたしました。 

 

○議長  次に、第４項案件を議題といたします。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員の方から、現地調査の結果並

びに補足説明をお願いいたします。   

 

○議長 ５番 篠原正明 委員 

 

●５番 篠原正明 委員（４項の現地調査の結果並びに補足説明） 

４項の案件について、去る１２月４日に、譲受人    氏立会いのもと、大橋

好一委員、木野内佳代子農地利用最適化推進委員とともに現地調査を行い、周辺地

域との関係について現地確認いたしましたので、報告いたします。チェックシート

に従い、１番から７番の項目について確認しましたが、いずれも問題を生ずる恐れ

は無く、農地法第３条第２項第７号の地域との調和要件を満たしておりました。 

 

○議長  ありがとうございました。それでは、第４項案件について質疑に入ります。ただ

いまの説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

（質問意見なし） 

 

○議長  発言が無いようですので、それでは採決いたします。議案第１号第４項について、

原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 
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○議長  全員賛成ですので、議案第１号第４項は、原案のとおり決定いたしました。 

 

○議長  次に、第 5項案件を議題といたします。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員の方から、現地調査の結果並

びに補足説明をお願いいたします。   

 

○議長 ８番 清水利通 委員 

 

●８番 清水利通 委員（５項の現地調査の結果並びに補足説明） 

５項の案件について、去る１２月１２日に、譲受人    氏立会いのもと、刀

川正己委員、癸生川悦亮農地利用最適化推進委員とともに現地調査を行い、周辺地

域との関係について現地確認いたしましたので、報告いたします。チェックシート

に従い、１番から７番の項目について確認しましたが、いずれも問題を生ずる恐れ

は無く、農地法第３条第２項第７号の地域との調和要件を満たしておりました。 

 

○議長  ありがとうございました。それでは、第 5項案件について質疑に入ります。ただ

いまの説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

（質問意見なし） 

 

○議長  発言が無いようですので、それでは採決いたします。議案第１号第５項について、

原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

○議長  全員賛成ですので、議案第１号第５項は、原案のとおり決定いたしました。 

 

○議長  次に、第６項案件を議題といたします。 

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員の方から、現地調査の結果並

びに補足説明をお願いいたします。   

 

○議長 ２番 大橋好一 委員 

 

●２番 大橋好一 委員（６項の現地調査の結果並びに補足説明） 

６項の案件について、去る１２月１２日に、借人の    氏立会いのもと、髙

橋敏男委員、戸﨑淺一農地利用最適化推進委員とともに現地調査を行い、周辺地域

との関係について現地確認いたしましたので、報告いたします。チェックシートに

従い、１番から７番の項目について確認しましたが、いずれも問題を生ずる恐れは

無く、農地法第３条第２項第７号の地域との調和要件を満たしておりました。 
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○議長  ありがとうございました。それでは、第６項案件について質疑に入ります。ただ

いまの説明について、発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

〇６番 高橋宏治 委員 

     貸人が会社で、借人が個人というのは珍しいかと思いますが、どのような事情で

すか。 

 

〇事務局 宇賀神農地調整係長 

     借人の    氏は耕作している農地が全部家族が経営している    名義

になっています。今回農地を取得する予定があり、面積要件を満たすため、 

          から借入れることとなりました。 

 

○議長  発言が無いようですので、それでは採決いたします。議案第１号第６項について、

原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

○議長  全員賛成ですので、議案第１号第６項は、原案のとおり決定いたしました。 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

○議長    次に、日程第３の議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請の件につい

て」を、議題といたします。 事務局より議案の朗読と説明をいたさせます。 

 

●事務局 議案書の朗読と説明〔宇賀神農地調整係長〕 

それでは、議案書５ページの議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請の

件についてご説明いたします。１２/４（金）締切りの時点で、２件の申請がござい

ました。議案に従いましてご説明いたします。 

 

第１項 

申請人        

（土地の表示） 
壬生町大字羽生田       番    畑   １９６８㎡ 
盛土による農地改良を目的とした１年間の一時転用 

   第２項 

申請人        
  

（土地の表示） 
壬生町大字助谷     番      田   １２３８㎡ 
壬生町大字助谷     番      田   １１６０㎡ 
壬生町大字助谷     番      田   １３１３㎡ 
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                         合 計   ３７１１㎡ 

盛土による農地改良を目的とした１年間の一時転用 

 

○議長  ただいまの事務局の説明に関連して、この件については去る １２月 15 

日の調査委員会において調査済ですので、第１項案件について、調査委員長 

の ３番 髙敏男 委員から、現地調査の結果報告をお願いいたします。 

     

●３番 髙敏男 委員（1項案件について報告） 

議案第２号 農地法 第４条の規定による許可申請の件について、現地調査委員会 

の調査報告をさせていただきます。 

現地調査については、１２月１５日（火）に私と、梁島 源智 会長、大関 孝男  

委員、鈴木 良一 推進委員、中川 義人 推進委員、大垣 仁美 事務局長、宇賀神 尚 

 係長の７名で調査いたしました。 

 

農地法第４条の規定による許可申請第１項案件についてご報告します。 

申請地は          の北に約１５０メートルに位置する農地で、立地基 

準は、第２種農地に該当します。 

事業計画書によりますと、申請地は西側に隣接する道路より約２メートル低くなっ 

ており、耕作および農業機械の出入りが困難な状況となっています。農作業の効率性 

及び安全性を確保するため申請に至ったとのことです。なお、事業資金約  万円に 

ついては、工事請負事業者が負担するということで、残高証明書が添付されています。 

以上のことから、第２種農地であり、農地改良のための一時転用で、立地基準、一 

般基準による事業の実施可能性に問題はないものと思われ、調査委員会としましては、 

許可やむなしとなりましたので報告します。 

 

○議長  ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの、事務局説明、

調査委員長からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

（質問意見なし） 

 

○議長  発言が無いようですので、それでは採決いたします。議案第２号第１項について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

〇議長  全員賛成ですので、議案第２号第１項は原案のとおり決定いたしました。 

本案件については、壬生町農業委員会会長名で許可指令書を交付いたします。 

 

〇議長  続いて、第 2項案件について、調査委員長から、現地調査の結果報告をお願いい

たします。 
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●３番 髙敏男 委員（２項案件について報告） 

次に 第２項案件についてご報告します。 

申請地は県道    線              から北に約   メートル 

に位置する農地で、立地基準は農振農用地に該当します。 

事業計画書によりますと、申請地は隣接する道路より約１．５メートル低くなっ 

ており、農地として利用しづらく、危険性がある状況となっています。農作業の効率 

性及び安全性を確保するため申請に至ったとのことです。なお、事業資金約   万 

円については、融資で賄うため融資確認書及び貸主の残高証明書が添付されています。 

以上のことから、農振農用地でありますが、農地改良のための一時転用であり、立 

    地基準、一般基準による事業の実施可能性に問題はないものと思われ、調査委員会と 

しましては、許可やむなしとなりましたので報告します。 

 

○議長  ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの、事務局説明、

調査委員長からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

〇２番 大橋好一 委員 

     この場所は園芸用土を採取しているかと思いますが、関連は。 

 

〇事務局 宇賀神農地調整係長 

７月に園芸用土採取の申請が出た農地です。ためし掘りをしたようなのですが、

赤土が出なかったようで、事業は続けないとのことでいったん完了届が出ました。

ここの土地はもともと道路より少し下がっており土採取の埋め戻しにより少しかさ

上げする予定でした。しかし、土採取が行われないことになり、農地としての使い

やすさや道路から下がっていると心配であるとのことから、所有者よりかさ上げを

してほしいとの要望があり申請に至ったとのことです。 

 

〇２番 大橋好一 委員 

     表土を取って、中に土を入れてから表土を戻すということですか。 

 

〇事務局 宇賀神農地調整係長 

     そうです。 

 

〇８番 清水利通 委員 

     かなりかさ上げするということですが、心配なのは、どういった土が入ってくる

のか。その辺のところはどうなっているのか。 

 

〇事務局 宇賀神農地調整係長 

     入れる土に関しては、公共工事等で発生した残土を入れるとのことです。農地の

改良に関しては、農作物の生育に適した土を入れるのが本来の農地改良です。その
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場合は、許可ではなくて届け出をすればいいとなっています。 

栃木県や他県のとり扱いを見ても、有害物質や産業廃棄物を入れることは禁じら

れていますが、安全性で問題のない公共発生残土を入れる場合には農業委員会の許

可を得て事業を実施するという形になっていましたので、今回、公共工事の残土を

入れるのですけど、案件として取り扱わせていただきました。 

 

〇８番 清水利通 委員 

     その辺の確認は。 

 

〇事務局 宇賀神農地調整係長 

県の土砂条例に基づいた許可申請を受けていただかないと埋めることはできない

ので、土の安全性等はそちらの方で確認してもらいます。 

 

〇議長  町の生活環境課は関係しないのか。 

 

〇事務局 宇賀神農地調整係長 

     ３，０００㎡以下ですと、町の小規模特定事業になるのですが、３，０００㎡を

超えると県の管轄になります。 

 

○議長  それでは採決いたします。議案第２号第２項について、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

○議長  全員賛成ですので、議案第２号第２項は原案のとおり決定いたしました。 

本案件については、１２月２５日開催の栃木県農業会議常設審議委員会で 

意見聴取後壬生町農業委員会会長名で許可指令書を交付いたします。 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

○議長   次に、日程第４の議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請の件につい 

て」を、議題といたします。 事務局より議案の朗読と説明をいたさせます。 

 

●事務局 議案書の朗読と説明〔宇賀神農地調整係長〕 

それでは、議案書６ページの議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請の 

件についてご説明いたします。１２/４（金）締切りの時点で、１件の申請がござ 

いました。議案に従いましてご説明いたします。 

     

第１項 

賃貸人        
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  賃借人        

（土地の表示：     ） 
壬生町大字壬生乙              田     ５００㎡ 

 
他１１筆                  ７８０６．１４㎡ 

砂利採取及び搬出入路のための１年間の賃借権の設定 

 

○議長  ただいまの事務局の説明に関連して、この件についても去る １２月 15日の調査 

委員会において調査済ですので、第１項案件について、調査委員長の ３番 髙

敏男 委員 から、現地調査の結果報告をお願いいたします。 

     

●３番 髙敏男 委員（1項案件について報告） 

 

議案第３号 農地法 第５条の規定による許可申請の件について、現地調査委員会 

の調査報告をさせていただきます。 

現地調査については、農地法第４条の現地調査と同じく、１２月１５日（火）に 

    同じメンバーで調査いたしました。 

農地法 第５条の規定による許可申請 第１項案件についてご報告します。 

申請地は        から北西に約   メートルに位置する農地で、立地基 

準としては、農地の集団的広がりが１０ヘクタールを超えるため第１種農地に該当し 

    ます。事業計画書によりますと、申請地は豊富な埋蔵量を誇る  流域にあり、良質 

な陸砂利が産出していることから選定したとのことであります。採取計画では、最大 

１０メートルの掘削を予定しております。区域内にある公共物については、法定外公 

共物使用許可申請がなされております。また、事業資金約   万円については、自 

己資金で対応するため残高証明書が添付されております。栃木県知事あてに砂利採取 

計画の認可申請書が提出されており、栃木県陸砂利採取業協同組合による農地への復 

元措置に関する保証書も添付されております。 

以上のことから、第 1 種農地でありますが、砂利採取のための一時転用であり、

農地法施行令第１１条第１項第１号の例外規定に該当しますので、現地調査におい

ては、保安距離・保安角度・掘削の深さを守ることを厳重に指導し、賃借人も遵守

すると約束しましたので、調査委員会としましては、許可やむなしとなりましたの

で報告します。 

 

○議長  ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの、事務局説明、

調査委員長からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

（質問意見なし） 

 

○議長  発言が無いようですので、それでは採決いたします。議案第３号第１項について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 
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（全員挙手） 

 

〇議長  全員賛成ですので、議案 3号第１項は原案のとおり決定いたしました。 

本案件については、１２月２５日開催の栃木県農業会議常設審議委員会で意見聴取 

後壬生町農業委員会会長名で許可指令書を交付いたします。 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

○議長  次に、日程第５の議案第４号「壬生町農用地利用集積計画の件について」 

を議題といたします。 

     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 

画の件について、事務局より説明をいたさせます。 

なお、本案件には、利用権設定各筆明細（新規・使用貸借権）に    委員が

設定人となる事案が含まれており、農業委員会法第３１条の規定により議事参与が

制限されますので、当該事案の議事にあたり退席することとなります。それでは改

めまして、事務局より説明をいたさせます。 

 

●事務局  記載のとおり説明〔宇賀神農地調整係長〕 

議案書７ページからの議案第４号 壬生町農用地利用集積計画の件について利 

用権設定各筆明細に従いましてご説明いたします。 

最初に利用権の新規、賃借権分について、議案書８～１１ページのとおり、１２ 

件・５７筆・面積合計が８５，４５０㎡となっております。 

次に利用権の新規、使用貸借権分について、議案書１２ページのとおり、３件・ 

４筆・面積合計が３，５７５㎡となっております。 

次に利用権の再設定、賃借権分について、議案書１３～１７ページのとおり、 

１４件・６５筆・面積合計が８２，５１６．４２㎡となっております。 

利用権の再設定、使用貸借権分についてご説明いたします。議案書１８ページの 

とおり、２件・１６筆・面積合計が１６，１８７㎡となっております。 

以上、各案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条の各要件を満たしていると考 

えます。以上でございます。 

 

○議長  ありがとうございました。ただいま事務局から説明のありました農用地利用集積 

計画の件の内、    委員が設定人となる事案を除き、質疑に入ります。発言の 

ある方は挙手をお願いいたします。 

 

〇２番 大橋好一 委員 

     ２ページの  氏については、以前に３条での案件で、営農計画がよくできてい

ないということで保留になった経緯があるかと思います。今回の利用権設定でどの

ように聞いているのか教えてもらいたいのですが。 
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この方は営業活動で全国に出かけているということで、こちらで営農はできない

のではないかということで保留になったかと思います。現在はこちらに住んでいる

ということも聞いたりしますが、確認はできているのでしょうか。結局、農地を買

うために下限面積をみたすことが目的のように見受けられてしまうのですが、実態

はどうなのか。 

 

〇事務局 宇賀神農地調整係長 

相対で農地を借りて、  を作っていたという話は聞いています。 

 

〇事務局長 

     お住まいは   で、会社が   と聞いています。以前に   の資材置き場 

での転用があった会社です。 

 

〇２番 大橋好一 委員 

     利用権設定なので、営農計画までは必要ないのでしょうけど、その辺が確認でき

ていればいいかと思います。 

 

〇７番 琴寄成人 委員 

     売買ということになればある程度の確認は必要かと思いますが、利用権設定であ 

ればあまり細かくやりすぎない方がいいのかと思うのですが。 

 

〇２番 大橋好一 委員 

     過去に売買で保留になった案件があるので言いました。特にそのようなことがな 

ければいいのですが。借りたところが耕作放棄地になるようなことがあっても困る

ので。 

 

〇清水利通 委員 

     過去にそのような前例があるのであれば、慎重に対応していくことは必要じゃな 

いかと思います。 

 

○議長  それでは採決いたします。議案第４号「壬生町農用地利用集積計画の件」の内 

    委員が設定人となる事案を除き、原案のとおり決定することに賛成の方は 

挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

○議長  全員賛成ですので、議案第４号「壬生町農用地利用集積計画の件」の内、 

    委員が設定人となる事案を除き、原案のとおり決定いたしました。 

 

○議長  ここで、    委員に退席をお願いします。 
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     （    委員 退席） 

 

○議長  先程、事務局から説明のありました農用地利用集積計画の件の内、     委

員が設定人となる事案について質疑に入ります。発言のある方は挙手をお願いいた

します。 

 

     （質問意見なし） 

 

○議長  発言が無いようですので、それでは採決いたします。議案第４号「壬生町農用地 

利用集積計画の件」の内、    委員が設定人となる事案について、原案のとお 

り決定することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

○議長  全員賛成ですので、議案第４号「壬生町農用地利用集積計画の件」の内、 

    委員が設定人となる事案について、原案のとおり決定いたしました。 

        委員は、席にお戻りください。 

 

     （    委員 着席） 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

○議長  次に、日程第６ 報告第１号「非農地証明願いの件について」、事務局長より報 

告事項の朗読をいたさせます。 

 

●局長 記載のとおり報告 

報告第１号「非農地証明願いの件について」は、議案書の１９ページの３件がご

ざいました。内容については記載のとおりでございます。 

添付書類も含め完備しており、非農地の要件を満たしておりましたので、事務局

長専決により、証明をいたしました。 

 

 

○議長  ただいまの事務局長の報告に関連して、地区担当委員の方から現地調査の結果報

告をお願いいたします。 

 

●２番 大橋好一 委員（１項案件について報告） 

１項２項を合わせて報告いたします。 

１１月２４日に、戸﨑淺一推進委員と宇賀神係長、農政課の人見課長、東川係長

と現地調査をしてまいりました。 
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    昭和４８年に農地転用許可を受け   を営んでいたが、昭和５２年に建築した 

   の転用許可申請がもれていたとのことと、２項については土壌悪化とありま 

すが、      していたとのことで、草木も生えてしまっています。 

 

○議長  ありがとうございました。ただいまの第１項及び第２項案件について、発言のあ

る方は挙手をお願いいたします。 

 

（発言なし） 

 

○議長  発言が無いようですので、以上で報告第１号第１項及び第２項を終わります。 

 

○議長  次に、第３項案件に関して、地区担当委員の方から現地調査の結果報告をお願い

いたします。 

 

●９番 早乙女 誠 委員（３項案件について結果報告） 

１１月  日に、癸生川悦亮推進委員と現地調査をしました。２０年前より   

   の駐車場として使われており、現在は   の駐車場として使われている土

地です。 

 

○議長  ありがとうございました。ただいまの第 3項について、発言のある方は挙手をお

願いいたします。 

 

〇６番 高橋宏治 委員 

     駐車場の２０年間証明というのは何をもっての証明になりますか。 

 

〇９番 早乙女 誠 農業委員 

     ２０年前の航空写真を確認しています。 

 

〇事務局 宇賀神農地調整係長 

     その他に地元自治会長からの２０年前から駐車場であった証明をもらっていま

す。 

 

〇６番 高橋宏治 委員 

     わかりました。 

 

○議長  以上で報告第１号第３項を終わります。 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

〇議長  次に日程第７の報告第２号「農地法第３条の 3 の規定による届出の件に    
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ついて」、事務局長より報告事項の朗読をいたさせます。 

 

●局長 記載のとおり報告 

報告第２号「農地法第３条の３の規定による届出の件について」は、議案書の 

２０ページ２１ページの８件がございました。 

内容については、記載されているとおり、いずれも相続による農地の所有権取得 

に伴う届出でございます。添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決 

により、書類を受理しました。 

 

○議長  ただいまの報告第２号について、発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

（発言なし） 

 

○議長  発言が無いようですので、以上で報告第２号を終わります。 

 

〇議長  次に日程第８の報告第３号「農地法第４条の規定による届出の件について」、事 

務局長より報告事項の朗読をいたさせます。 

 

●局長 記載のとおり報告 

報告第３号「農地法第４条の規定による届出の件について」は、議案書の２２ペ

ージの１件がございました。 

これについては、市街化区域内農地における自己用の転用届出であり、内容につ

いては記載のとおりでございます。添付書類も含め完備しておりましたので、事務

局長専決により、書類を受理しました。 

 

○議長  ただいまの報告第３号について、発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

（発言なし） 

 

○議長  発言が無いようですので、以上で報告第３号を終わります。 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

○議長  次に、日程第９の報告第４号「農地法第 5 条の規定による届出の件について」、

事務局長より報告事項の朗読をいたさせます。 

 

●局長 記載のとおり報告 

報告第４号「農地法第 5条の規定による届出の件について」は、議案書の２３ペ

ージの１件がございました。 

これについては、市街化区域内農地の権利の移動を伴う転用届出であり、内容に
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ついては記載のとおりでございます。添付書類も含め完備しておりましたので、事

務局長専決により、書類を受理しました。 

 

○議長  ただいまの報告第４号について、発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

（発言なし） 

 

○議長  発言が無いようですので、以上で報告第４号を終わります。 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

○議長  次に、その他の件を議題といたします。 

     事務局から「その他」について説明をお願いします。 

 

●事務局 岡局長補佐 説明 

    

 その他 

     ・令和２年農作業料金、農業作業労賃に関する調査票について⇒ 

原案どおり農業会議に提出 

     

事務連絡 

     ・全国農業新聞について（令和２年度普及促進の結果） 

       新聞購読部数 １６０部 

       購読部数合計 ２１８部（目標２０２部） 

     ・農地の斡旋について 

委員さんたちのご尽力により、売買、賃貸が成立しました。 

大橋委員斡旋 対象地：福和田         畑    ５２８㎡ 

             〃           畑  １，１２０㎡ 

 

福和田              畑    ３２㎡ 

                    〃          畑   ３８３㎡ 

                    〃          畑   １９８㎡ 

                           

     ・農業委員会活動記録簿の提出について⇒１月７日までに提出 

     ・人、農地プランに関する事前説明会について⇒ 

１２月２１日 午前１１時 正庁  

     ・農業委員、農地利用最適化推進委員研修会について⇒ 

       １月１４日 午前１０時 壬生中央公民館駐車場 ８時５０分集合 

       研修場所：宇都宮市文化会館大ホール 

     ・令和３年度農業用免税軽油申請受付、免税証交付⇒ 
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       ２月２４日、２５日、２６日  

       ＪＡしもつけ壬生地区営農経済センター 青果物一元集荷所 ２階  

       ９時３０分～１１時３０分 １時～３時３０分 

      【共同受委託分】 

       ２月８日 下都賀庁舎 第２福利厚生棟 

       ９時３０分～１１時３０分 １時～３時３０分 

     ・農業委員、推進委員手帳について 

     ・全国農業新聞カレンダーについて 

      

○議長  ただいま説明のありました件について、何かご意見があれば事務局まで 

ご連絡ねがいます。 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

○議長  以上で、本日の議案の審議ならびに報告事項はすべて終了いたしました。この際、

その他の件について、委員からご発言はありますか。 

 

（発言なし） 

 

○議長  よろしいですか。それでは、以上をもちまして、第６回壬生町農業委員会総会を 

閉会いたします。 

 

 

【午前１０時５２分閉会】 

 

 

 

議事録署名委員 

 

 

                 議  長                     

 

 

９  番                     

 

 

１  番                    

 

 

 

 


