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第２回 壬生町農業委員会総会議事録 

令和 2年 8 月 21日（金）【午後１時 30分開会】 

 

 

１．開催日時 令和２年 8月 21日（金）午後１時３０分から午後２時４０分 

 

２．開催場所 壬生中央公民館 研修室 

 

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 

   １番 癸生川 悦亮 ２番 星川 旭 

 

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 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更 

申請の件について 

日程第６   議案第５号 壬生町農用地利用集積計画の件について 

日程第７   報告第１号 非農地証明願の件について 

日程第８   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９   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１０  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８月２１日（金）【午後１時３０分開会】 
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●局長  定刻になりましたので、第２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  あいさつ 

 

●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、１番 刀川正己 委員、２番 大橋好一 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ページをご覧ください。 

・７月２８日（火）県常設審議委員会が、とちぎアグリプラザにおいて開催され、 

梁島源智会長と宇賀神尚係長が出席いたしました。 

・７月３１日（金）新任の農業委員・農地利用最適化推進委員研修会が護国会館 

において開催され、髙敏男農業委員・髙橋宏治農業委員・癸生川悦亮推進委 

員・星川旭推進委員・小島高雄推進委員・賀長紀好推進委員・鈴木良一推進委 

員・廣澤薫推進委員・刀川利夫推進委員・清水正美推進委員、事務局から岡補 

佐が出席いたしました。 

・８月１２日（水）国民健康保険運営協議会が役場正庁において開催され、清水

利通農業委員が出席いたしました。 

・８月１８日（火）農地法第５条許可申請に伴う現地調査委員会が、役場第 3会

議室及び現地において開催され、刀川正己農業委員、大橋好一農業委員、高橋

敏男農業委員、癸生川悦亮推進委員・星川旭推進委員、事務局から宇賀神尚係

長と私が出席いたしました。 

 

○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） 
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○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。 

事務局より一括して議案の説明と朗読をいたさせます。 

 

●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２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。 

８/５（水）締切りの時点で、３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 

貸 人     （中泉２） 自作地２９３㌃ 

借 人      （中泉２） 自作地２９３㌃ 
 

（土地の表示） 

壬生町大字中泉            畑     １３１１㎡ 
壬生町大字中泉            田     ２８５８㎡ 
壬生町大字中泉            田     ２７８３㎡ 
壬生町大字中泉            田     １５７０㎡ 
壬生町大字中泉            田      ９９９㎡ 
壬生町大字中泉            田      ８２９㎡ 
壬生町大字中泉            田      ５６５㎡ 
壬生町大字中泉            田      ３００㎡ 
壬生町大字中泉            田     ３５５３㎡ 
壬生町大字中泉            田     ２３９６㎡ 
壬生町大字中泉            畑      １２８㎡ 
壬生町大字中泉            畑     １６３８㎡ 
壬生町大字中泉            畑      ４３６㎡ 
壬生町大字中泉            田     １９５１㎡ 
壬生町大字中泉            田     ４５３８㎡ 

合 計    ２５８５５㎡ 

 

使用貸借権の設定 １０年間 稼動 ３人 

 

第２項 

譲渡人       （壬生下馬木）自作地２５９㌃ 貸付地１１㌃ 

譲受人       （三好町）自作地１４９㌃ 借受地６３㌃ 

（土地の表示） 

壬生町大字壬生甲             田   ２０３９㎡ 

 

売買による所有権移転（      円/10a）  稼動 ３人 
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    第３項 

譲渡人      （埼玉県） 自作地４９㌃  貸付地５３㌃ 

譲受人      （松原）  自作地２６６㌃ 借受地６７㌃ 
 

（土地の表示） 

壬生町大字羽生田           田   １４９０㎡ 
壬生町大字羽生田           田   １５０７㎡ 
壬生町大字羽生田           畑    ３９６㎡ 
壬生町大字羽生田           畑    ５９５㎡ 

合 計   ３９８８㎡ 

 

売買による所有権移転田   （     円/10a）畑（     円/10a） 

稼動 ４人 

 

なお、第１項から第３項案件につきまして、農地法第３条第２項第１号の全部効

率利用要件、第４号の農業常時従事要件、第５号の下限面積要件について、申請書

及び添付書類・農地台帳等により確認いたしましたが、いずれも要件を満たしてお

りました。以上、説明といたします。 

 

○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 ４番 大関孝男 委員 

 

●４番 大関孝男 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８月 10日に 貸人    氏 立会いのもと、大橋好  

一委員、臼井正敏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） 
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○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 ２番 大橋好一 委員 

 

●２番 大橋好一 委員（２項の現地調査の結果並びに補足説明） 

     第２項の案件について、去る８月９日に 譲受人      氏 立会いのもと、

高橋敏男委員、戸﨑淺一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。 

 

（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） 

第３項の案件について、去る８月１０日に 譲受人      氏 立会いのもと、 

刀川正己委員、青木幸一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。 



 6 

 

○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。 

 

（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、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３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。 

８/５（水）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     （上三川町） 

（土地の表示） 

壬生町大字安塚               畑    ９７１㎡ 

太陽光発電設備敷地 

 

第２項 

申請人      （壬生下馬木） 

（土地の表示） 

壬生町大字壬生乙             畑    ３８０㎡ 

農業用倉庫敷地 

 

○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 8 月 18 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  １番 刀川

正己 委員から、現地調査の結果報告をお願いいたします。 
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●１番 刀川正己 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、８月１８日（火）に私と 大橋 好一委員、髙𣘺 敏男委 

員、大垣 仁美 事務局長、宇賀神 尚 係長の５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          の北西約２００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、３１０ワットのパネル３６０枚、合計出力１１１．６ 

キロワットの太陽光発電設備を予定しております。 

なお、事業資金      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。 

以上のことから、第２種農地であり、土地選定経過において第２種農地の許可基準 

にある代替性も無いため、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） 

 

○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。 

 

●１番 刀川正己 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     から南西に約５００メートルに位置する農地で、立地基準は 

第１種農地に該当します。 

申請人は苺栽培を主として農業経営を行っておりますが、事業規模の拡張と共に、 

既存の農業用倉庫では手狭になっている状況であり、母屋敷地に隣接する申請地に 

農業用倉庫を建築することで、農作業の効率化にも繋がることから、今回の申請に 
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至りました。 

なお、事業資金   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。 

開発許可については栃木土木事務所との協議を済ませております。 

 

○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 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、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４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。 

８/５（水）締切りの時点で、８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 

譲渡人     （上長田１） 

譲受人      （上長田１）  

（土地の表示） 

壬生町大字安塚              田     ９４㎡ 

自己用住宅敷地拡張 所有権の移転 贈与 

 

    第２項 

貸 人      （東原） 

借 人      （東原） 
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（土地の表示） 

壬生町大字福和田             田    ２００㎡ 

壬生町大字福和田             田     ４０㎡ 

 合 計    ２４０㎡ 

自己用住宅敷地 使用貸借権の設定 ５０年間 

 

第３項 

賃貸人       （田向稲荷内）     （田向稲荷内） 

賃借人 株式会社         代表取締役      （東京都） 

（土地の表示：     ） 

壬生町大字藤井               畑     １１㎡ 

壬生町大字藤井               畑     １２㎡ 

壬生町大字藤井               畑     ４４㎡ 

壬生町大字藤井               畑     ３３㎡ 

壬生町大字藤井               畑    ６４０㎡ 

（土地の表示：     ） 

壬生町大字藤井               田    １４３㎡ 

壬生町大字藤井               田    ７７３㎡ 

                         合 計   １６５６㎡ 

店舗敷地（コンビニエンスストア） 賃借権の設定 ３０年間 

 

第４項 

譲渡人      （小山市） 

譲受人      （宇都宮市） 

              （宇都宮市） 

（土地の表示） 

壬生町大字壬生丁           畑    ４９５㎡ 

 

自己用住宅敷地 所有権の移転 売買 

 

 

第５項 

賃貸人       （東原） 

賃借人      株式会社 代表取締役      （鹿沼市） 

     (土地の表示) 

      壬生町大字福和田          

 畑  １２２５７㎡ 



 10 

園芸用土採取 賃借権の設定 １年間 

  

第６項 

貸 人       （中央） 

借 人       （栃木市） 

（土地の表示） 

壬生町大字羽生田             畑    ４９９㎡ 

自己用住宅敷地 使用貸借権の設定 ２０年間 

 

第７項 

譲渡人       （国谷外道） 

譲受人      株式会社 代表取締役      （東京都） 

（土地の表示） 

壬生町大字国谷丙            田   １２７９㎡ 

太陽光発電設備敷地 所有権の移転 売買 

 

第８項 

賃貸人      （三好町）      （旭町） 

賃借人 有限会社     代表取締役      （壬生） 

（土地の表示：     ） 

壬生町大字壬生甲            田  895㎡のうち３００㎡ 

壬生町大字壬生甲            田  1590㎡のうち３００㎡ 

壬生町大字壬生甲            畑  978㎡のうち１００㎡ 

（土地の表示：    ） 

壬生町大字壬生甲           畑  793㎡のうち１００㎡ 

                           合 計    ８００㎡ 

 

  川護岸工事に係る作業用敷地及び進入路 賃借権の設定 ２ケ月間 

 

○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 8 月 18 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  １番 刀川

正己 委員から、現地調査の結果報告をお願いいたします。 

     

●１番 刀川正己 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８月１８日（火）に同じメ 
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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          から北に約３００メートルに位置する農地で、立 

地基準は、第３種農地に該当します。 

事業計画書によると、申請者が住宅敷地の拡張を検討していたところ、叔父から 

申請者の住宅に隣接する土地を提供してもらえることになり、今回の申請に至りま 

した。 

開発許可については、栃木土木事務所との協議が済んでおります。 

以上のことから、第３種農地であり、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。 

 

（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。 

 

（全員挙手） 

 

○議長  全員賛成ですので、議案第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、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。 

 

●１番 刀川正己 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      の約５００メートル西に位置する農地で、立地基準は、第 

１種農地となります。 

事業計画書によると、申請者が戸建住宅の建築を検討していたところ、祖父から 

土地を提供してもらえることになり、所有地及び周辺の土地から検討した結果、申 

請地以外に適した土地がないため、選定しました。給水は町水道を利用し、汚水・ 

雑排水は農業集落排水に接続する予定で、雨水は敷地内 浸透処理の予定です。 

なお、事業資金       万円については、金融機関からの融資で対応するた 

め、住宅ローン事前審査 承認結果通知が添付されております。開発許可について 
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は栃木土木事務所との協議が済んでおります。 

以上のことから、第１種農地でありますが、不許可の例外である「集落に接続し 

て設置される住宅」に該当しますので、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 3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 3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、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３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。 

 

●１番 刀川正己 委員（３項案件について報告） 

次に第３項案件についてご報告します。 

申請地は     の約１００メートル東の農地で、立地基準は、第１種農地と 

なります。 

事業計画書によると、賃借人の(株)            は、今回、壬生町 

での開業を目指しており、申請地が県道      線沿いに位置し、周辺に    

  、    があることから、道路利用者および周辺集落の利便性向上に必要性 

が高いと考え、店舗運営のための十分な要件を完備していることから今回の申請に 

至りました。給水は町水道を利用し、汚水・雑排水は農業集落排水に接続、また、 

雨水は浸透槽を設け、敷地内で浸透処理する計画となっています。なお、事業資金 

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。 

以上のことから、第１種農地でありますが、不許可の例外である「都道府県道の 

沿道の区域に設置される休憩所」に該当しますので、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。 
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〇８番 清水利通 委員 

     ７筆ありますが、赤道の部分はどうなりますか。 

 

●事務局 宇賀神農地調整係長 

     払い下げになると聞いています。 

 

〇５番 篠原正明 委員 

     事業資金はどのくらいですか。 

 

●事務局 宇賀神農地調整係長 

           万円です。 

 

○議長  それでは採決いたします。議案第３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３号第３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４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。 

 

●１番 刀川正己 委員（４項案件について報告） 

次に第４項案件についてご報告します。 

申請地は、       の南東に位置する農地で、立地基準は、第２種農地と 

なります。 

事業計画書によると、申請者が戸建住宅の建築を検討していたところ、祖父の兄 

弟が所有する土地が条件に適しており、所有地及び周辺の土地から検討した結果、 

申請地以外に適した土地がないため、適正地として選定しました。給水は町水道を 

利用し、汚水・雑排水は合併浄化槽で処理する予定で、雨水は敷地内 自然浸透処理 

の予定です。なお、事業資金     万円は、金融機関からの融資と自己資金で 

対応するため、融資証明書および残高証明書が添付されております。また開発許可 

については栃木土木事務所との協議が済んでおります。 

以上のことから、第２種農地であり、土地選定経過において第２種農地の許可基 

準にある代替性も無いため、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。 
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○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） 

 

○議長  全員賛成ですので、議案第３号第４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５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。 

 

●１番 刀川正己 委員（５項案件について報告） 

次に第５項案件についてご報告します。 

申請地は、        から西に約２００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、農地から１ｍ、道路から２ｍを確保し、周囲には防護 

ネットを施すようになっております。断面図では、最大４．０ｍを掘削し、保安角 

度を４５度取るようになっております。採取した園芸用土は、鹿沼市内の(株)   

  に出荷する予定で、埋戻しの用土は鹿沼市内の    (株)から調達予定であ 

ります。 

なお、転用実績については、前回地・前々回地ともに農地への復元が完了してい 

る状況となっております。 

隣接土地所有者の転用同意書、誓約書、埋戻し用土砂の確保を証する書類及び現 

場の写真も添付されており、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。 

以上のことから、農振農用地ではありますが、園芸用土採取のための一時転用で 

あり、現地調査において保安距離・保安角度・掘削の深さを守ることについて厳重 

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） 
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○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３号第５項は原案のとおり決定いたしました。 

本案件については、８月２８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。 

 

〇議長  続いて、第 6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。 

 

●１番 刀川正己 委員（6項案件について報告） 

申請地は、         の南側に位置する農地で、立地基準としては、第 

１種農地となります。 

事業計画書によると、申請者が戸建住宅の建築を検討していたところ、祖父から 

土地を提供してもらえることになり、所有地及び周辺の土地から検討した結果、申 

請地以外に適した土地がないため、適正地として選定しました。給水は町水道を利 

用し、汚水・雑排水は農業集落排水に接続する予定で、雨水は敷地内浸透処理の予 

定です。なお、事業資金約     万円については、金融機関からの融資で対応 

するため、住宅ローン事前審査 承認結果通知が添付されております。申請地は元々 

農振農用地でありますが、令和２年５月１日付で農振除外が許可されており、また、 

開発許可についても栃木土木事務所との協議が済んでおります。 

以上のことから、第１種農地でありますが、不許可の例外である「集落に接続し 

て設置される住宅」に該当しますので、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 3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 3号第 6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。 
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〇議長  続いて、第 7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。 

 

●１番 刀川正己 委員（7項案件について報告） 

次に第７項案件についてご報告します。 

申請地は、            から南東に約１００メートルに位置する農 

地で、立地基準としては、第３種農地に該当します。事業計画書によりますと、 

３３５ワットのパネル３２４枚、合計出力１０８．５４キロワットの太陽光発電設 

備を予定しております。なお、事業資金     万円については、自己資金で対 

応するため、金融機関の残高証明書が添付されております。 

現地にて申請地の状態を確認したところ、地面に砂利が入り、地固めされている 

ような状態でありました。登記は“田んぼ”で残っておりますが、課税現況は１０ 

年以上前に雑種地となっております。実際、農地復元は難しい状況に見えました。 

ただし、調査委員会として、そのまま許可するのではなく、今回は許可保留とし、 

始末書等を提出させ、何らかの整理をつけた上で、来月以降の許可とすることが適 

切かと思います。 

 

○議長  ありがとうございました。ただいまの、調査委員長からの報告は保留となってい

ます。この件について発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

〇９番 早乙女誠 委員 

そこは前回問題になった土地の隣ですか。 

 

●事務局 宇賀神農地調整係長 

はい、そうです。 

 

●１番 刀川正己 委員 

         の西側です。 

 

●事務局 宇賀神農地調整係長 

       さんに電話で確認したところ、          が出来た頃から田から 

水が出るようになってしまった。何度も土を入れ、黒土を入れたが埒が明かなかっ 

た。そこで砂が混じった土を入れて踏み固めたと言っていました。今回は地主の違 

反で、この土地は第 3種農地なので、許可しないというのは難しい。 

また、農地復元は難しいのと、地主から顛末書を提出させたうえで許可を審議す 

る。 

 

〇６番 髙橋宏治 委員 

       さんが他に持っている農地はきちんと耕作されているのですか。 

●事務局 宇賀神農地調整係長 
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2000～3000㎡を所有しています。相続で所有しています。 

 

〇６番 髙橋宏治 委員 

その農地はどのような状況なのですか。 

 

●事務局 宇賀神農地調整係長 

確認はしていません。 

 

○議長  他に発言が無いようですので、議案第３号第 7項について、委員長報告のとおり

保留とすることでよろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

○議長  それでは、議案第３号第 7項は保留といたします。 

 

〇議長  続いて、第 8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。 

 

●１番 刀川正己 委員（8項案件について報告） 

次に第８項案件についてご報告します。 

申請地は、国道   号線        の南に約１００メートルに位置する農 

地で、立地基準としては、第２種農地に該当します。事業計画書によりますと、町 

建設課より受注した  川越流防止のための大型土嚢設置工事を実施するにあたり、 

隣接地である申請地に、土嚢を設置するための工事用道路および建設用機械置場等 

が必要となることから、今回の申請に至りました。 

なお、事業資金   万円については、全額自己資金で対応するため、金融機関 

の残高証明書が添付されております。 

以上のことから、第 2種農地であり、土地選定経過において第 2種農地の許可基 

準にある代替性もないため、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３号第 8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） 

 

○議長  全員賛成ですので、議案第３号第 8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。 

 

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

 

○議長  次に、日程第 5の議案第４号「農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更 

申請ついて」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４号 農地法第５条の規定による許可後の事 

業計画変更申請の件について、ご説明いたします。 

８/５（水）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      （上田２）  

賃借人 株式会社      代表取締役      （栃木市）  

 

土地  壬生町大字上田             畑 １，１６０㎡ 

壬生町大字上田             畑   ２２８㎡  

合計１，３８８㎡  

 

資材置場を目的として、当初、平成３０年６月２０日付壬農委指令第５－５０号

で平成３０年６月２０日～平成３１年６月１９日までの転用許可を受け、令和元

年７月２２日付壬農委指令第４０号で期間延長のための第１回目の事業計画変更

許可を受けており、今回、令和３年６月２９日までの期間延長のための事業計画

変更申請となっております。 

一時転用については最長３年とされており、県からの通知にも記載されており

ます。終わらなかった場合については、当該目的の事業を中止し、農地への復元

を行うことになるかと思います。 

 

○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８月１８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 １番 刀川

正己 委員から、現地調査の結果報告をお願いいたします。 

     

●１番 刀川正己 委員（1項案件について報告） 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請の件について、 

現地調査委員会の調査報告をさせていただきます。 
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現地調査については、農地法第５条の現地調査と同じ８月１８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後の事業計画変更申請 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４００メートルに位置し、立地基準として 

は、農振農用地となります。 

平成３０年６月２０日付で、隣接する山林に太陽光発電設備を設置するための資材置 

場として、既に一時転用の許可を受けております。申請書によりますと、予定してい 

た太陽光発電事業が、資材不足により工事に遅れが生じ、事業が完了できていない状 

況であるため、令和３年６月１９日までの期間延長を申請したということです。 

以上のことから、変更の内容が転用許可基準上も問題はなく、事業計画変更承基

準にも該当しておりますので、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 4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 4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。 

 

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

 

○議長  次に、日程第６の議案第５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。 

 

●事務局  記載のとおり説明〔宇賀神農地調整係長〕 

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、賃借権分についてご説明いたします。議案書８ページのと

おり、１件・１筆・面積合計が１，３５２㎡となっております。 

 

利用権の新規、使用貸借権分についてご説明いたします。 

議案書９・１０ページのとおり、２件・１８筆・面積合計が２０，９６７㎡となっ 
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ております。 

 

所有権移転分についてご説明します。 

議案書１１ページのとおり、１件・２筆・面積合計が１，８２９㎡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。 

 

〇２番 大橋好一 委員 

     使用貸借権で何筆か借りて野菜を作る方がいるようだが、何を栽培するのかをも 

う少し詳しくわかるといいかと思います。 

 

○議長  それでは採決いたします。議案第 5号「壬生町農用利用集積計画の件」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 5 号「壬生町農用地利用集積計画の件」については、

原案のとおり決定いたしました。 

 

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

 

○議長  次に、日程第 7 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 12 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。 

 

●8番 清水利通 委員（１項案件について報告） 

     ７月２５日に、戸﨑浅一推進委員と現地調査をいたしました。 
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     昭和４２年に農業用倉庫を建築して以降、隣接している宅地と一体化して使用し

ていることを確認いたしました。 

 

○議長  ありがとうございました。ただいまの第１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項を終わります。 

 

○議長  続いて、第２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。 

 

●8番 清水利通 委員（２項案件について結果報告） 

８月２５日に、癸生川悦亮推進委員と現地調査を行いました。 

昭和５６年頃から主に駐車場として使用していることを確認しました。 

 

○議長  ありがとうございました。ただいまの第２項について、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２項を終わります。 

 

○議長  続いて、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。 

 

● １番 刀川正己 委員（３項案件について結果報告） 

８月１２日に、川嶋敏雄推進委員と現地調査を行いました。 

     平成６年４月から      の敷地と一体利用及び、      敷地として 

利用していることを確認しました。 

 

○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。 

 

（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３項を終わります。 

--------------------------------------------------------------------------- 
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〇議長  次に日程第 8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ついて」 

を事務局長より報告事項の朗読を致させます。 

 

●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 13 

ページの 3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。 

 

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

 

○議長  次に、日程第 9 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１４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 10 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 15 ペ

ージの 7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、 
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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 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。 

 

●事務局説明（岡補佐） 

     ・農地パトロールについて 

     ・全国農業新聞について 

     ・農業者年金加入推進部長の推薦について 

 

 事務連絡 

   1.農業委員会慰労会決算報告について 

     2.第１回農業委員・農地利用最適化推進委員研修会について 

     3.記念写真・身分証明書・アマビエキーホルダーの配布について 

     4.作業着等の配布について（新任のみ） 

     5.活動記録ノートについて 

 

○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２回壬生町農業委員会総会を

閉会いたします。 

 

【午後２時４０分閉会】 
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議事録署名委員 

 

 

                 議  長                     

 

 

１   番                    

 

 

２  番                    


