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第２７回 壬生町農業委員会 次第 

   

１．開催日時 令和元年９月２０日（金）午前１０時００分から午前１１時３０分 

 

２．開催場所 壬生町役場 正庁 

 

３．出席委員 １０人 

   会長 １０番 梁島 源智 

会長職務代理者 ３番 早乙女 誠 

委員 １番 琴寄 成人、２番 刀川 正己、４番 篠原 正明、５番 大橋 幸子 

６番 清水 利通、７番 大久保幸雄、８番 大橋 好一、９番 中川 久枝 

 

４．参集推進委員 ３人 

   細井秀男推進委員、大橋公一推進委員、中川義人推進委員 

 

５．議事日程  

  第１ 議事録署名委員の指名 

  第２ 会議書記の指名 

  第３ 会務報告について 

 

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 

   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 

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 

   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 

議案第５号 壬生町農用地利用集積計画の件について 

議案第６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 

用地利用配分計画の案に対する意見決定の件について 

報告第１号 非農地証明願の件について 

   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 

   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 

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 

 

６．農業委員会事務局職員 

   事務局長 大垣仁美、主幹兼農地調整係長 堀靖久、局長補佐兼庶務係長 岡洋子 

 

７．会議の概要 

令和元年９月２０日（金）【午前１０時開会】 
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●局長  定刻になりましたので、令和元年度第２７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  先日の台風で、栃木県は大きな被害がありませんでしたが、他県ではまだ停電 

が続いている地区もあるようです。被害にあわれた方にはお見舞い申し上げます。 

    ８/２４のふるさと祭り、９/１のゆうがおマラソンソフトボールは大変お疲れ様で 

した。多くの参加をいただきありがとうございました。 

 

●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、６番 清水利通 委員、７番 大久保幸雄 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 堀主幹と 岡局長補佐 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 記載のとおり報告  

      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。 

・８月２３日（金）、農業委員会総会後、農業委員・農地利用最適化推進委員研 

修会が役場正庁において開催され、終了後旬香において懇親会が開催されまし 

た。農業委員９名、推進委員１２名、事務局３名が参加いたしました。 

・８月２４日（土）、ふるさとまつりが町総合運動場で開催され、農業委員９名、 

推進委員１０名、事務局３名が参加しました。 

・８月２８日（水）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、 

梁島源智会長が出席いたしました。 

・８月２９日（木）女性の農業委員登用に関する要請活動の実施についての会議 

が下都賀農業振興事務所において開催され、岡局長補佐が出席いたしました。 

・８月３０日（金）、令和元年度「農業者年金加入推進特別研修会」が栃木県Ｊ 

Ａビルにおいて開催され、篠原正明農業委員、岡洋子局長補佐が出席しました。 

・９月１日（日）ゆうがおマラソンソフトボールが町総合運動場で開催され、終 
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了後、あづまやにおいて懇親会が開催されました。農業委員９名、推進委員 

１２名、事務局２名が参加しました。 

・９月６日（金）、「女性農業委員、女性農地利用最適化推進委員研修会」が栃木 

県自治会館において開催され大橋幸子農業委員、中川久枝農業委員、木野内 

佳代子推進委員、岡局長補佐が出席しました。 

・９月１３日（金）、農地法第５条許可申請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、清水利通農業委員、大久保幸雄農業委員、大 

橋好一農業委員、事務局から私と堀主幹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） 

 

○議長  よろしいですか。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〔堀主幹兼農地調整係長〕 

それでは、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。 

９/５（木）締切りの時点で、農地法第３条の規定による許可申請が９件ござい 

ました。議案に従いまして第１項から順にご説明します。 

 

第１項 

譲渡人        （東京都）自作地２１㌃ 

譲受人        （助谷２）自作地１４５㌃ 

（土地の表示） 
壬生町大字助谷字榎戸    畑    ２７７㎡ 
壬生町大字助谷字榎戸    畑   １８５４㎡ 

                 合 計   ２１３１㎡ 

贈与による所有権移転  稼動３人 

 

    第２項 

譲渡人      （第三）自作地２３０㌃ 貸付地４７㌃ 

譲受人      （下表町） 

    自作地２３５㌃ 貸付地１１㌃ 
   （土地の表示） 

壬生町大字壬生乙字愛宕前    田    ８４６㎡ 
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壬生町大字壬生乙字愛宕前    田    ７０２㎡ 
壬生町大字壬生乙字愛宕前    田    ７７７㎡ 
壬生町大字壬生乙字愛宕前    田    ９０９㎡ 
壬生町大字壬生乙字愛宕前    田    ２７１㎡ 

合 計   ３５０５㎡ 

売買による所有権移転（      円）稼動 １人 

 

第３項 

賃貸人      （下表町） 自作地２３５㌃ 貸付地１１㌃ 

賃借人 有限会社      取締役      （壬生町）借受地１７㌃         

（土地の表示） 

壬生町大字壬生乙字愛宕前    田   ２２５０㎡ 

賃借権の設定 ２０年間（10a当り     円/年）  稼動 ３人 

 

    第４項 

譲渡人      （下表町） 自作地８５㌃ 貸付地１２７㌃ 

譲受人 有限会社      取締役      （壬生町）借受地１７㌃         

（土地の表示） 

壬生町表町           田   １８８７㎡ 

売買による所有権移転（      円） 稼動３人 

 

第５項 

譲渡人      （北原） 自作地２５７㌃ 

譲受人      （北原） 自作地２５７㌃ 

（土地の表示） 

壬生町大字羽生田字八幡前    田   ５１０９㎡ 
壬生町大字羽生田字北原     畑   ２８０３㎡ 
壬生町大字羽生田字北原     畑   １２７２㎡ 
壬生町大字羽生田字北原     畑     ８７９㎡ 
壬生町大字羽生田字北原     畑    ６７４㎡ 
壬生町大字羽生田字北原     畑   １００８㎡ 
壬生町大字羽生田字北原     畑    ６０４㎡ 
壬生町大字羽生田字北原     畑   ５６５９㎡ 
壬生町大字羽生田字北原     畑    ７００㎡ 
壬生町大字羽生田字北原     畑    ６４４㎡ 
壬生町大字羽生田字北原     畑    ６６７㎡ 
壬生町大字羽生田字北原     畑   １０４７㎡ 
壬生町大字羽生田字北原     畑   ４７０４㎡ 

合 計  ２５７７０㎡ 
贈与による所有権移転 稼動１人 
 

第６項 

譲渡人      （上長田２）   自作地１３５㌃ 

譲受人      （下野市）    自作地３９㌃ 

 

（土地の表示） 
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壬生町大字安塚字南五味梨   畑   １４００㎡ 
壬生町大字安塚字南五味梨   畑    ４７２㎡ 

                  合 計   １８７２㎡. 

売買による所有権移転（      円）稼動 ２人 

 

第７項 

譲渡人       （鹿沼市）  自作地９㌃ 

譲受人       （助谷原） 自作地６５㌃ 借受地６７㌃ 

（土地の表示） 

壬生町大字羽生田字三番塚    畑  ９４２㎡ 

売買による所有権移転（      円） 稼動 ２人 

 

第８項 

譲渡人      （宇都宮市）自作地４９㌃ 

譲受人      （鹿島）  自作地１３１㌃ 借受地３４㌃ 

（土地の表示） 
壬生町大字下稲葉字鹿島     田    ５８８㎡ 
壬生町大字下稲葉字鹿島     田    ９０５㎡ 
壬生町大字下稲葉字清郷内東   田    ５１２㎡ 

              合 計   ２００５㎡ 

贈与による所有権移転 稼動２人 
 
第９項 

譲渡人      （宇都宮市）自作地４９㌃ 

譲受人      （鹿島）  自作地１３６㌃ 

（土地の表示） 

壬生町大字下稲葉字鹿島     田    ９９５㎡ 

壬生町大字下稲葉字鹿島     田    ９７８㎡ 

壬生町大字下稲葉字鹿島     田    ９７１㎡ 

                  合 計    ２９４４㎡ 

贈与による所有権移転  稼動１人 

 

・・・なお、第１項から第 9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  9番 中川久枝 委員 
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●9番 中川久枝 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９月１１日に、譲受人     氏、立会いのもと、

琴寄成人農業委員、粂川喜幸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  続いて、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  3番 早乙女誠 委員 

 

●3番 早乙女誠 委員（２項の現地調査の結果並びに補足説明） 

    第２項案件について、去る９月１３日に、譲受人    氏立会いのもと、刀川 

正己農業委員、石井隆二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。 

（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。 
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（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  続いて、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  ３番 早乙女誠 委員 

 

●３番 早乙女誠 委員（３項の現地調査の結果並びに補足説明） 

    引き続き、第３項案件について、去る９月１３日に、譲受人    氏立会いの 

もと、刀川正己農業委員、石井隆二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。 

 

（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  続いて、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  3番 早乙女誠 委員 

 

●3番 早乙女誠 委員（４項の現地調査の結果並びに補足説明） 

    引き続き、第 4項案件について、去る９月１３日に、譲受人    氏立会いの 

もと、刀川正己農業委員、石井隆二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。 
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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 

おりましたので、報告いたします。 

 

○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） 

 

○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  続いて、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  4番 篠原正明 委員 

 

●４番 篠原正明 委員（５項の現地調査の結果並びに補足説明） 

第５項の案件について、去る９月１５日に譲渡人      氏立会いのもと、 

早乙女誠農業委員、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） 
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○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  続いて、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  7番 大久保幸雄 委員 

 

●7番 大久保幸雄 委員（６項の現地調査の結果並びに補足説明） 

    第６項の案件について、去る９月１２日に譲渡人    氏立会いのもと、篠原 

正明農業委員、中川義人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。 

 

○２番 刀川正己 委員 

売買による所有権移転、   万ということですが、１０アールですか？ 

 

○事務局 堀主幹 

全部でです。 

 

○２番 刀川正己 委員 

     結構高いと思いますが、何か理由がありますか。 

 

○７番 大久保幸雄 委員 

     集落に接していて、条件がいい農地なのではないかと思います。 

 

○４番 篠原正明 委員 

     私も現地を見るまでは高いなと思っていましたが、現地を見たら、住宅地でこれ

ではやむを得ないかなと思いました。 

 

○７番 大久保幸雄 委員 

     図面では農地のわきに竹藪がありますが、実際はそこにも住宅が建っています。 

    ほとんど集落内の農地です。 

 

○議長  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。 
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（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  続いて、第 7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 篠原正明 委員 

 

●4番 篠原正明 委員（７項の現地調査の結果並びに補足説明） 

    第７項の案件について、去る９月１３日に、譲受人     氏立会いのもと、 

早乙女誠農業委員、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 7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 7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 7 項は、原案のとおり決定いたしました。 

 

○議長  続いて、第 8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  大𣘺幸子 委員 

 

●5番 大𣘺幸子 委員（8項の現地調査の結果並びに補足説明） 

    第８項の案件について、去る９月１６日に、譲受人    氏立会いのもと、清 

水利通農業委員、中嶋幸平農地利用最適化推進委員とともに現地調査を行い、周辺 
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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 8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 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。 

 

（全員挙手） 

 

○議長  全員賛成ですので、議案第１号第 8 項は、原案のとおり決定いたしました。 

 

○議長  続いて、第 9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  大橋幸子 委員 

 

●5番 大𣘺幸子 委員（9項の現地調査の結果並びに補足説明） 

    第９項の案件について、去る９月１６日に、譲受人    氏立会いのもと、清 

水利通農業委員、中嶋幸平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 9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 9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 9 項は、原案のとおり決定いたしました。 
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--------------------------------------------------------------------------- 

○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〔堀主幹兼農地調整係長〕 

それでは、議案書６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します。 

９/５（木）締切りの時点で、農地法第４条の規定による許可申請が１件ござ 

いました。議案に従いましてご説明します。 

第１項 

申請人       （宇都宮市） 

（土地の表示） 

壬生町大字上田字向原     畑    １６２７㎡ 

盛土による農地改良 

 

○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９月１３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６番 清水利

通 委員から、現地調査の結果報告をお願いいたします。 

     

●6番 清水利通 委員（1項の件について報告） 

 

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、９月１３日（金）に私と 大久保幸雄委員、大橋好一委員、 

大垣仁美 事務局長、堀 靖久 主幹の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           から南に約５００メートルに位置する農地で、立 

地基準としては、農振農用地に該当します。事業計画書によりますと、申請地東側 

及び西側との段差が約１．８メートルあり、段差をなくし農作業の効率性及び安全 

性を確保するため申請に至りました。なお、事業資金については、自己資金で対応す 

るため、残高証明書が添付されており、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の添付もあります。 

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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○２番 刀川正己 委員   

     盛土をするということは、何か作物を作る予定なのでしょうか？ 

 

○事務局 堀主幹 

           を栽培すると聞いています。 

 

○議長  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。 

 

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

 

○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〔堀主幹兼農地調整係長〕 

 

それでは、議案書７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 

件についてご説明します。 

９/５（木）締切りの時点で、農地法第５条の規定による許可申請が８件ござい 

ました。議案に従いましてご説明します。 

第１項 

譲渡人      （六美南部） 

譲受人      （上三川町） 

（土地の表示） 

壬生町大字壬生丁字六美   畑   １３２２㎡ 

壬生町大字壬生丁字六美   畑     ３０㎡ 
壬生町大字壬生丁字六美   畑     ７４㎡ 

              合 計   １４２６㎡ 

太陽光発電設備敷地及び敷地への進入路 売買での所有権移転 

 

第２項 

貸 人      （六美南部） 

借 人      （上三川町） 
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（土地の表示） 
壬生町大字壬生丁字六美   畑     ３０㎡ 
壬生町大字壬生丁字六美   畑     ７６㎡ 

合 計    １０６㎡ 

太陽光発電設備 敷地への進入路 使用貸借権の設定 永久 

 

第３項 

賃貸人      （藤井中部） 

       （下野市） 

       （藤井中部） 

       （田向稲荷内） 

賃借人 有限会社      代表取締役      （鹿沼市） 

（土地の表示：     ） 
壬生町大字藤井字行人塚   田   １５２２㎡ 

（土地の表示：     ） 
壬生町大字藤井字行人塚   畑   ３１０８㎡ 

（土地の表示：     ） 
壬生町大字藤井字行人塚   田  1424㎡のうち２２０．３６㎡ 

（土地の表示：     ） 
壬生町大字藤井字行人塚   畑  1696㎡のうち３７６．１３㎡ 

合 計 ５２２６．４９㎡ 

園芸用土採取及び搬出入路 賃借権の設定１年間 

 

第４項 

譲渡人      （第三） 

譲受人     株式会社  代表取締役      （壬生町） 

（土地の表示） 
壬生町本丸二丁目       田    １７３㎡ 
壬生町本丸二丁目       田    ４９９㎡ 

               合 計    ６７２㎡ 

資材置場 売買による所有権移転 

 

第５項 

賃貸人      （安塚２－１） 

      （至宝町） 

賃借人     株式会社 代表取締役     （壬生町） 

 

（土地の表示：     ） 
壬生町大字壬生甲字東原    畑    ９９１㎡ 

（土地の表示：     ） 
壬生町大字壬生甲字東原    田   １４２５㎡ 

合 計   ２４１６㎡ 
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駐車場及び資材置場賃借権の設定６か月間 

 

第６項 

賃貸人      （中泉１） 

      （上田２） 

      （台宿） 

      （中泉１） 

賃借人 有限会社       代表取締役      （壬生町） 

 

（土地の表示：     ） 

壬生町大字上田字西原    畑    ７６３㎡ 

壬生町大字上田字西原    畑    ３８７㎡ 

壬生町大字上田字西原    畑    ２５０㎡ 

（土地の表示：     ） 

壬生町大字上田字西原    畑    ６１４㎡ 

（土地の表示：     ） 

壬生町大字上田字西原    畑    ８７６㎡ 

（土地の表示：     ） 

壬生町大字上田字西原    畑     ６９㎡ 

合 計   ２９５９㎡ 

園芸用土採取 賃借権の設定１年間 

 

第７項 

貸 人      （中泉２） 

借 人       中泉２） 

 

（土地の表示） 

壬生町大字中泉字左津希   畑    ４９７㎡ 

住宅敷地 使用貸借権の設定永久 

 

第８項 

賃貸人      （助谷２） 

賃借人      （宇都宮市） 

 

（土地の表示） 

壬生町大字助谷字南原    畑 1388㎡のうち １１８．４０㎡ 

壬生町大字助谷字南原    田 1365㎡のうち１０６９．９６㎡ 

合 計 １１８８．３６㎡ 

園芸用土採取 賃借権の設定 １年間 
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○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９月１３日の調査 

委員会において調査済ですので、第１項及び第 2項案件を一括し、調査委員長の 

 ６番 清水利通 委員から、現地調査の結果報告をお願いいたします。 

 

●６番 清水利通 委員（１項及び 2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９月１３日（金）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項及び第 2項案件についてご報告します。 

申請地は       から南に約１５０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ないため第 2種農地に該当します。申請人は、近隣の 

土地を検討した結果、周辺に光を遮るものがなく、必要な事業用地を確保できること 

から、最適地として申請地を選定しました。申請地には、３００ワットのパネル枚数 

２８８枚、合計出力８６．４キロワットの施設を建設する予定となっております。 

なお、事業資金については、自己資金及び借入で対応するため、金融機関の残高証 

明書、立替払内定通知書が添付されております。 

以上のことから、第 2 種農地でありますが立地基準、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 

たのでご報告します。 

 

○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、原案の通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。 

 

●６番 清水利通 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         から北に約１キロメートルに位置する農地で、立地 

基準としては、農振農用地に該当します。事業計画書によりますと、保安距離を農 

地から１ｍ、道路から２ｍ、宅地から３ｍ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２ｍを掘削し、保安角度を 45度取るよう 

になっております。採取した赤玉土等は、鹿沼市にある     、      、 

壬生町内の      に出荷する予定となっております。また、埋戻しの用土は、 

鹿沼市内の      から調達予定であります。なお、転用実績調書では、前々 

回地、前回地ともに復元完了となっており、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の添付もあり、事業資金については、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、農振農用地でありますが、園芸用土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となり、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、9 月２７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。 
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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。 

 

●６番 清水利通 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     から南に約２００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ないため、第２種農地に該当します。事業計画書によ 

りますと、現在使用している資材置場が車両等の増加により手狭となったため新た 

な資材置場を検討したところ、既存の資材置場も近く、土地所有者の協力も得られ 

たことから最適地として申請地を選定したということです。 

なお、事業資金約については、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。 

 

●６番 清水利通 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      から東に約１００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ないため、第２種農地に該当します。事業計画書に 

よりますと、受注した町道の町下水道工事を実施するに当り隣接地である申請地に 
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建設用機械置場、また周辺道路が通行できなくなってしまうため近隣住民のための 

臨時駐車場を整備する必要が生じたため申請に至ったということです。 

なお、事業資金については、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 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、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。 

 

●６番 清水利通 委員（6項案件について報告） 

 

次に第６項案件についてご報告します。 

申請地は     から西に約７００メートルに位置する農地で、立地基準とし 

ては、農振農用地に該当します。事業計画書によりますと、保安距離を農地から１ 

ｍ、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１．６ｍを掘削し、保安角度を 45度取るようになっております。 

採取した赤玉土らは、鹿沼市にある      、      、      に 

出荷する予定となっております。また、埋戻しの用土は、自社ストックヤードから 

調達予定であります。なお、転用実績調書では、前々回地、前回地ともに復元完了 

となっており、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 

る書類の添付もあり、事業資金については、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、農振農用地でありますが、園芸用土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となり、現地調査において 
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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。 

 

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。 

 

●６番 清水利通 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     から東に約８００メートルに位置する農地で、立地基準として 

は、農地の広がりが１０ｈａを超えるため、第１種農地に該当します。申請者は、現 

在、実家に祖母、両親、姉、妻・子供３人の９人で住んでおりますが、子どもの成長 

に伴い現在の住まいでは手狭となっていることから住宅建築を検討し父に相談したと 

ころ、土地を提供してもらえることとなり、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。給水は井戸を利用し、 

汚水・雑排水は集落排水に接続の予定で、雨水は敷地内浸透処理の予定です。 

なお、事業資金については、金融機関からの融資で対応するため、住宅ローン事前 

審査結果承認通知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 

協議済ということです。 

以上のことから、第１種農地での転用は原則不許可ですが、今回の住宅は集落に 

接続して設置されるものであり、農地法施行令第 18条第 1項第 2号の例外規定に 

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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（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 7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 7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 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。 

 

●６番 清水利通 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      から北に約８００メートルに位置する農地で、立地基準と 

しては、農振農用地に該当します。事業計画書によりますと、保安距離を農地から 

１ｍ、宅地から３ｍ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４ｍ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 

した赤玉土等は、鹿沼市にある     に出荷する予定となっております。 

また、埋戻しの用土は、栃木市にある     から調達予定であります。 

なお、転用実績調書では、今回が初めての申請となっており、所有機材一覧のほか、 

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の添付も 

あり、事業資金については、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、農振農用地でありますが、園芸用土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となり、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。 

 

○３番 早乙女誠 委員 

     賃借人の  さんは、他の地区での申請はありますか？ 

 

○事務局 堀主幹 
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     今回が全く初めてとのことです。 

 

○議長  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。 

 

（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 

画変更申請の件ついて」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〔堀主幹兼農地調整係長〕 

 

それでは、議案書１０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します。 

９/５（木）締切りの時点で、農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更 

申請が２件ございました。議案に従いましてご説明します。 

 

第１項 

賃貸人      （北小林２） 

         （北小林１） 

賃借人 有限会社      代表取締役      （壬生町） 

 

（土地の表示：     ） 

壬生町大字北小林字五反田道   畑         ２７３３㎡ 

（土地の表示：     ）      

壬生町大字北小林字五反田道   田  502㎡のうち１１５．８５㎡ 

壬生町大字北小林字五反田道   田  266㎡のうち１３３．３９㎡ 

合 計 ２９８２．２４㎡ 

園芸用土採取及び搬出入路 

賃借権の設定  許可期間の延長  令和２年９月２４日まで 

許可日 

  当 初 平成２９年９月２５日付、壬農委指令第５－１０号 

（許可期間：平成２９年９月２５日〜平成３０年９月２４日） 

 変 更 平成３０年９月２１日付、壬農委指令３０号 

       （許可期間：平成３０年９月２５日～平成３１年９月２４日） 



 23 

 

第２項 

賃貸人      （中泉１） 

         （上田２） 

         （中泉１） 

         （上田２） 

         （台宿） 

賃借人 有限会社       代表取締役         （壬生町） 

 

（土地の表示：     ） 
壬生町大字上田字西原     畑      １５４７㎡ 
壬生町大字上田字西原     畑      ２９３２㎡ 
壬生町大字上田字西原     畑      １２３６㎡ 
壬生町大字上田字西原     畑        ６９㎡ 
壬生町大字上田字西原     畑       ６４１㎡ 
壬生町大字上田字西原     畑      １７５８㎡ 

（土地の表示：     ） 
壬生町大字上田字西原     畑  948㎡のうち２８５㎡ 

（土地の表示：     ）   
壬生町大字上田字西原     畑       ７６３㎡ 
壬生町大字上田字西原     畑       ３８７㎡ 
壬生町大字上田字西原     畑       ２５０㎡ 

（土地の表示：     ）  
壬生町大字上田字西原１７５７番     畑       ６１４㎡ 

（土地の表示：     ） 
壬生町大字上田字西原１７５３番     畑       ８７６㎡ 

合 計 １１３５８㎡ 

許可日 

 当 初 令和元年７月１日付、壬農委指令第５－１１０号 

（許可期間：令和元年７月１日〜令和２年６月３０日） 

 

○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９月１３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 ６番 清水

利通 委員から、現地調査の結果報告をお願いいたします。 

 

●６番 清水利通 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。 

現地調査については、農地法第４条の現地調査と同じ９月１３日（金）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。 
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申請地は、          から北西に約６００メートルに位置し、立地基 

準としては、農地の集団的広がりが１０haを超えるため第 1種農地に該当します。 

平成２９年９月２５日付、壬農委指令第５－１０号にて既に許可を受けております。 

申請書によると、予定していた採取事業が天候等の状況により思うように進まず埋 

め戻し作業に遅れが生じたため令和 2年 9月 24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、事業計画変更承認 

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。 

 

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。 

 

●６番 清水利通 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     から西に約７００メートルに位置する農地で、立地基準とし 

ては、農振農用地に該当します。令和元年７月１日付、壬農委指令第５－１１０号 

にて既に許可を受けております。申請書によると、7月の許可後、周辺土地所有者 

から新たに同意が得られたことから採取面積の拡張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、事業計画変更承認 

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。 
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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４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 4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 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〔堀主幹兼農地調整係長〕 

 

議案書１２ページからの議案第５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します。 

 

最初に利用権の新規、賃借権分についてご説明します。 

議案書１３ページのとおり、５件・１２筆・面積合計が１３，９６０㎡となっ 

ております。 

 

利用権の新規、使用賃借権分についてご説明します。 

議案書１４ページのとおり、５件・１４筆・面積合計が１７，９６３㎡となってお 

ります。 

 

所有権の移転分につきましては、議案書１５ページのとおり、２件・３筆・面積 

合計が３，５６４㎡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） 
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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５号「壬生町農用地 

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、原 

案のとおり決定いたしました。 

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

 

〇議長  次に、日程第 7議案第６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の案に対する意見決定の件について」を議題と 

いたします。 

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 

分計画の案に対する意見決定について、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〔堀主幹兼農地調整係長〕 

 

○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の案に対 

する意見決定について」の件につきまして、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６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の案に対 

する意見決定について」の件につきまして、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６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の案に対する意見決定について」の件につ 

きまして、原案のとおり決定した旨、町に回答いたします。 

 

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

○議長   次に、報告事項に入ります。 

日程第 8の報告第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。 
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●事務局長 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 18ページの 1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。 

 

●1番 琴寄成人 委員（現地調査の結果報告） 

     ８月２６日に、篠原正明農業委員と現地調査を致しました。 

    登記簿謄本等の資料、図面等により昭和２０年頃より宅地として使用されていたこ 

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。 

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

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」、 

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 

１９ページから２１ページの７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。 
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●局長 記載のとおり報告 

報告第２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 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２３ペ

ージの２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（岡補佐）説明 

     ・ゆうがおマラソン大会での壬生菜配布⇒１０/９、１３：００ 

                        会長宅圃場で種蒔 

     ・平成３０年度農業者年金加入推進表彰：最優秀賞を受賞 

     ・農業委員会懇親会決算報告 

     ・ふるさとまつり決算報告 

     ・ゆうがおマラソンソフトボール大会参加決算報告 
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     ・令和元年度第２回農業委員、農地利用最適化推進委員研修会について 

       １１/６（水）１０：００～１２：００ 

       栃木県教育会館 大ホール 

  

○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、令和元年度第２７回壬生町農業 

委員会総会を閉会いたします。 

 

 

【午前１１時３０分閉会】 

 

  議事録署名委員 

 

 

                 議  長                     

 

 

６   番                    

 

 

7  番                    

 


