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平成２９年第４回三郷市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年４月２５日（火） 午後１時３０分から午後４時００分 

 

２．開催場所 農業委員会議室 

 

３．議長 岡庭  夫（会長） 

 

４．出席委員（１８人） 

席次 氏  名 出欠 席次 氏  名 出欠 

１ 恩田 英世 出 １０ 加藤みつ子 出 

２ 大久保武雄 出 １１ 矢野  薫 出 

３ 岡庭  夫 出 １２ 鈴木 敏弘 出 

４ 藤田 裕衛 出 １３ 田中 勝貴 出 

５ 鶴岡千鶴子 出 １４ 戸邉  勲 出 

６ 内田 和夫 出 １５ 宮田 勝之 出 

７ 千代田誠一 出 １６ 篠田 匡章 出 

８ 鈴木 智之 出 １７ 矢野  良 出 

９ 岡田 利彦 出 １８ 浅香 利明 出 

 

５．議事日程 

第１ 開会宣告  

第２ 会長挨拶 

第３ 会議録署名委員の指名 

  第４ 報告第１号 農業委員会等に関する法律第２６条第３項による職員の任免について 

     報告第２号 農地改良届出について 

     報告第３号 農地法第４条の規定による許可申請書の取下願いについて 

     報告第４号 農地法第５条第１項第１号の規定に基づく届出について 

           （公共事業に伴う一時転用） 

     報告第５号 農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出について 

     報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出について 

     報告第７号 証明書の発行状況について 

  第５ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請の許可を承認することについて 

     議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について意見を求める件 

     議案第３号 三郷市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会を設置する 

           ことについて 
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  第６ その他 

     （１） 審議会、協議会の報告について 

     （２） その他 

  第７ 閉会宣告 

 

６．農業委員会事務局職員（会議書記） 

   事務局長 浮田 勝之 

   局長補佐 名川 伸太郎 

   主  任 貝塚 昭美 

 

７．会議の概要 

藤田 

会長職務代理 

 委員の皆様こんにちは。ただいまから平成２９年４月の農業委員会総会開催に

当たり、岡庭会長より開会宣言及びご挨拶をお願いいたします。 

  

会長 

（以下議長） 

（開会宣言並びに開会のあいさつ）  

 本日の出席委員は１８名でございます。よって、定足数に達しておりますので、

会議は成立していることをご報告いたします。 

  

議長  それでは、会議規則第１３条第２項の規定により署名委員の指名をいたします。 

 ２番 大久保委員、６番 内田委員お願いいたします。 

  

 （本人承諾の返事） 

  

議長  それでは、次第に従いまして順次進めてまいりたいと思います。 

 まず、報告事項の朗読を事務局にお願いいたします。 

  

名川局長補佐 （報告事項読み上げ） 

  

議長  ありがとうございます。 

 報告事項につきましては、お目通しいただきまして、何かございましたら、後

ほど事務局までお願いいたします。 

  

議長  続きまして、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の許可を承認す

ることについて」を上程いたします。 

 それでは、議案第１号１番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請の許可を承認することについ

て」、１番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、

権利の種類「贈与」、土地の表示「彦音２丁目○○番」、地目「田」、地積「○

○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計２筆の「○○
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平米」、理由「家庭内贈与」、経営面積「○○平米」。 

 なお、こちらの案件については、農地法第３条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は千代田委員の担当でございます。千代田委員に内容説明をお願いい

たします。 

  

千代田委員  それでは、ただいまから議案第１号１番の説明をいたします。 

 申請人の住所・氏名、土地の表示につきましては、事務局からの説明及び議案

書記載のとおりでございますが、補足といたしまして、所在地の状況を説明させ

ていただきます。 

 県道流山街道のトーサイ自動車入り口を北方面に向かい、彦郷小学校の交差点

を過ぎ、二郷半用水沿いを進み、２つ目の橋を左折した左側が申請地でございま

す。現地を見させていただきましたが、適正に田として耕作管理していることを

確認しております。 

（以降申請人、農業従事日数、農機具保有状況、経営状況等を説明） 

  以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第１号１番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第１号１番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。よって、承認をいたします。 

  

 １番 家庭内贈与  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第１号２番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第１号２番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・
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○○」、権利の種類「贈与」、土地の表示「彦糸２丁目○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、理由「家庭内贈与」、経営面積「○○平米」。 

 なお、こちらの案件につきましては、農地法第３条第２項各号には該当しない

ため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は千代田委員の担当でございます。千代田委員に内容説明をお願いい

たします。 

  

千代田委員  それでは、ただいまから議案第１号２番の説明をいたします。 

 申請人の住所・氏名、土地の表示につきましては事務局からの説明及び議案書

記載のとおりでございますが、補足といたしまして所在地の説明を簡単にさせて

いただきます。 

 流山街道と県道６７号線、２２メートル道路の交差点を吉川方面に向かい、彦

糸交差点を左折し、２００メートル先の南側が現地です。 

 現地を見させていただきましたが、適正に田として耕作管理されていることを

確認しております。 

（以降申請人、農業従事日数、農機具保有状況、経営状況等を説明） 

 以上で説明を終わらせていただきますが、ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第１号２番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第１号２番に賛成の方は挙手をお願いいたします 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。よって、承認をいたします。 

  

 ２番 家庭内贈与  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第１号３番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 
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名川局長補佐  議案第１号３番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・

○○」、権利の種類「贈与」、土地の表示「彦糸２丁目○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、理由「家庭内贈与」、経営面積「○○平米」。 

 なお、こちらの案件につきましては、農地法第３条第２項各号には該当しない

ため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

 以上です。 

  

議長 ありがとうございます。 

 この案件は千代田委員の担当でございます。千代田委員に内容説明をお願いい

たします。 

  

千代田委員  それでは、ただいまから議案第１号３番の説明をいたします。 

 申請人の住所・氏名、土地の表示につきましては事務局からの説明及び議案書

記載のとおりでございますが、補足といたしまして、所在地の説明を簡単にさせ

ていただきます。 

 流山街道と県道６７号線、２２メートル道路の交差点を吉川方面に向かい、彦

糸交差点を左折、先ほどの田んぼの隣手前です。現地を見させていただきました

が、適正に田として耕作管理されていることを確認しております。 

（以降申請人、農業従事日数、農機具保有状況、経営状況等を説明） 

 説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第１号３番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第１号３番に賛成の方は挙手をお願いいたします 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。よって、承認をいたします。 

  

 ３番 家庭内贈与  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第２号の上程前にビデオ上映に入りますので、事務局で準備



6 

をお願いいたします。 

  

 【議案第２号に係る申請地のビデオ上映】 

  

議長  再開いたします。 

 それでは、議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について意見を求

める件」を上程いたします。 

 なお、今月内容調査会を行った案件について報告いたします。今月は、議案第

２号２番、５番及び６番につきまして内容調査会を開催し、聞き取りを行ってお

ります。 

 それでは、議案第２号１番について、事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について意見を求める件」、

１番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、権

利の種類「使用貸借」、土地の表示「彦成２丁目○○番」、地目「畑」、地積「○

○平米」、施設概要「敷地拡張（テニスコート）」。 

 申請地の農地区分につきましては、農用地区域外にある農地であり、良好な営

農条件を備える農地として、その規模がおおむね１０ｈａ以上あるため第１種農

地であると判断されます。 

 なお、第１種農地は原則不許可となりますが、申請地は農地法施行規則第３５

条第５号の既存の施設の拡張に該当するため不許可の例外に該当すると判断され

ます。 

 なお、こちらの申請地につきましては、２月の総会で４条許可相当として県の

ほうに進達させていただきました。しかし、実際にはテニスコートを運営してい

るのは息子さんということで、５条申請で新たに申請がされた形となっておりま

す。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は藤田代理の担当でございます。藤田代理に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

藤田 

会長職務代理 

 それでは、ただいまから議案第２号１番の説明をいたします。 

 申請地の住所、所在地番、面積、譲渡人、譲受人の住所・氏名、権利種類、土

地の表示、施設概要につきましては事務局からの説明どおりですので、省略いた

します。また、現地につきましてもビデオのとおりですので、省略いたします。 

 譲受人住所・氏名「○○・○○」、職種といたしまして不動産賃貸業、申請内

容が転用目的、敷地拡張（テニスコート）。 

 申請理由がきていますので、読み上げます。 

（以降、理由書朗読） 
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 利用計画が西側既設テニスコート一体利用メンテナンス管理用地。 

 隣地の同意は必要なし。 

 被害防除といたしまして、北側、コンクリートＬ型擁壁プラス支柱１．２ｍ、

水路敷コンクリート打設、西側、既設コンクリートブロック３段積み、プラスメ

ッシュフェンス、高さ１．２ｍ。 

 その他参考事項といたしまして、誓約書あり。 

 （資金計画について説明） 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第２号１番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第２号１番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。原案のとおり許可相当として意見を付し

て県知事に送付をいたします。 

  

 １番 敷地拡張（テニスコート）  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第２号２番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第２号２番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・

○○」、権利の種類「売買」、土地の表示「半田字五反田○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、施設概要「駐車場」。 

 申請地の農地区分につきましては、市街地化が見込まれる区域内にある農地で

あり、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、第２種農地であると判断さ

れます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は戸邉委員の担当でございます。戸邉委員に内容説明をお願いいたし

ます。 
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戸邉委員  それでは、議案第２号２番についてご説明させていただきます。 

 譲渡人の住所・氏名及び譲受人の住所・氏名、権利種類、土地の表示につきま

しては事務局の説明どおりでございますので、省略させていただきます。また、

現地につきましてもビデオどおりでございますので、省略させていただきます。 

 （以降、内容調査会にて聴き取り調査した内容を説明。） 

 転用目的といたしまして駐車場用地でございます。 

 ここで理由書が出ておりますので、読み上げさせていただきたいと思います。 

 （理由書朗読） 

 利用計画といたしましては普通車３６台分でございます。 

 隣地の同意はございます。 

 被害防除といたしましては北側、単管パイプ、土どめ鋼板擁壁、西側、隣地境

界から２ｍ後退し、単管パイプ、東側、単管パイプ、南側、道路境界から２ｍ後

退し、単管パイプ、セットバックが８５ｃｍ、及び出入り口は簡易アスファルト、

停止線を引きます。アイドリング看板もつける計画でございます。敷地内は砂利

敷き。 

 誓約書もございます。 

 （資金計画について説明） 

 以上で説明を終わります。皆様の審議のほどよろしくお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第２号２番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  それでは、私のほうから補足説明をさせていただきます。 

 現状におきましては駐車場の台数は間に合っている。今後半田地区の土地区画

整理が施行されますと減歩が起きて１００台以上の駐車場が足りなくなるという

ことで今回の申請、実際３６台の要望で上がっているのですが、この３６台分の

借りる予定者は今ございませんという状況でございます。ですから、将来におけ

る区画整理を予定しての先行的な売買による取得というお話でございました。 

 私からの補足とさせていただきます。 

 ご意見等ございませんか。 

 内田委員。 

  

内田委員 （挙手により質問） 

 今、戸邉委員と会長のほうからお聞きしましたけれども、契約する人が全然い

ない状態でこういうふうに申請して、県のほうに送った場合どうなるんでしょう

か。 
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議長  しばらく保留だと思います。 

  

内田委員  わかりました。 

  

議長  そのほかご意見、ご質問のある方は挙手をお願いいたします。 

 恩田委員。 

  

恩田委員 （挙手により質問） 

 県のほうで保留という形をとるということですが、保留するような案件を当農業

委員会で、保留というのはどうなんでしょうか。 

  

議長  書類に不備が生じるということになります。 

  

恩田委員  書類の不備を指摘されるような案件を当農業委員会が採決していかがなものか

なと思って、県と市は別ですけれども、保留されるような案件を、今までの例か

ら保留というお話をいただきましたけれども、保留の可能性があるような案件を

採決には向かないのではないかと思うんですけれども。 

  

議長  申請が出ておりますので、市農業委員会としての採決しないといけないことにな

ります。 

  

恩田委員  わかりました。 

  

議長  あくまでも本人が提出しておりますので、委員会としては採決をいたします。 

 そのほかございますか。 

 田中委員。 

  

田中委員 （挙手により質問） 

 もし否決になった場合は県にはいかないのでしょうか。 

  

名川局長補佐  農業委員会の意見として不許可相当として進達することになります。それを踏

まえて、県で審査基準等に合わせて最終決定されます。 

 

  

議長  そのほかございますか。 

 鈴木委員、お願いします。 

  

鈴木敏弘  

委員 

（挙手により質問） 

 受付の段階で申請人に対して理由が弱いということを説明したと思うんですけ
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れども、それに対して回答というか、審議してくれということでよろしいでしょ

うか。 

  

名川局長補佐  窓口の段階で、理由がちょっと弱いのではないですか、実際に使うことの理由書

が必要ですというお話をいたしました。後段に説明があった理由書は内容調査会後

に追加で提出がありました。これを踏まえて審議してくださいという形で追加の理

由書が上がってきたという状況です。 

  

議長  そのほかございますか。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第２号２番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【挙手少数】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、賛成少数でございます。原案のとおり不許可相当として意見を付

して県知事に送付をいたします。 

  

 ２番 駐車場  （賛成少数） 

  

議長  続きまして、議案第２号３番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第２号３番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・

○○」、権利の種類「売買」、土地の表示「田中新田字中ノ割○○番」、地目「畑」、

地積「○○平米」、施設の概要「敷地拡張」。 

 なお、申請地の農地区分につきましては、市街地化が見込まれる区域内にある

農地であり、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、第２種農地であると

判断されます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は鈴木智之委員の担当でございます。鈴木委員に内容説明をお願いい

たします。 

  

鈴木智之委員  それでは、内容を説明させていただきます。 

 譲渡人、譲受人、権利の種類、土地の表示等は事務局からの説明どおりでござ
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いますので、省略させていただきます。現地も先ほどのビデオどおりですので、

省略いたします。 

 （譲受人について説明） 

転用目的は敷地拡張。 

（理由書朗読） 

こちら利用計画としましては、物置設置、物干しスペース。 

 隣地の同意ございます。 

 被害防除としまして、東側、新設コンクリートブロック３段積み、南側、新設

コンクリートブロック３段積みです。 

 誓約書ございます。 

 何とぞご審議のほどよろしくお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第２号３番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

 矢野良委員。 

  

矢野良委員 （挙手により質問） 

 すみませんけれども、現在の自宅の敷地の面積はどのくらいでしょうか。 

  

議長  鈴木委員、お願いします。 

  

鈴木智之委員  宅地面積が○○平米です。 

  

矢野良委員  わかりました。 

  

議長  そのほかございますか。 

 鈴木委員。 

  

鈴木敏弘委員  物置を置くということですが、どの程度の大きさですか。 

  

議長  鈴木委員、お願いします。 

  

鈴木智之委員  ちょっと大きさはわからない。 

  

議長  では、事務局から。 

  

名川局長補佐  物置の敷地面積につきましては○○平米となっております。 

 なお、補足でございますけれども、この申請地、道路と接道してない無道路地

でございます。そのため隣地の方の購入ということで、出入り口が一切ないとい
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うような無道路地という形の現況ではございます。補足でございます。 

  

議長  鈴木委員、よろしいですか。 

  

鈴木敏弘委員  はい。 

  

議長  そのほかございますか。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第２号３番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。原案のとおり許可相当として意見を付し

て県知事に送付をいたします。 

  

 ３番 敷地拡張  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第２号４番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第２号４番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・

○○」、権利の種類「売買」、土地の表示「田中新田字中ノ割○○番」、地目「畑」、

地積「○○平米」、施設の概要「敷地拡張」。 

 申請地の農地区分につきましては、市街地化が見込まれる区域内にある農地で

あり、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、第２種農地であると判断さ

れます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は鈴木智之委員の担当でございます。鈴木委員に内容説明をお願いい

たします。 

  

鈴木智之委員  それでは、こちらの案件の説明をさせていただきます。 

 譲渡人、譲受人、権利の種類、土地の表示等は事務局からの説明どおりですの

で、省略いたします。また、現地も先ほどのビデオどおりですので、省略いたし

ます。 
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 （譲受人について説明） 

申請理由としまして、理由書が提出されております。  

（理由書朗読） 

 こちら利用計画といたしまして、物置設置、物干しスペース。 

 被害防除としまして、東側、南側、西側、新設コンクリートブロック３段積み

です。 

 こちらなんですけれども、隣地の同意が得られておりません。そのことについ

て別紙理由書が出ております。 

 （理由書朗読） 

 また、その他参考事項としまして、誓約書ありです。 

 こちらのほうもご審議のほどよろしくお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第２号４番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

 恩田委員、お願いします。 

  

恩田委員 （挙手により質問） 

 お聞きしたいのですけれども、譲受人○○さん、中央３丁目ということで、今

回の案件は敷地拡張というのですけれども、申請地はどなたが住んでいて、面積

はどのくらいなのでしょうか。敷地拡張ということは今ある敷地面積と、どなた

が住んでいるか。 

  

名川局長補佐  宅地が○○平米ございます。今回の申請地が○○平米なので、合計○○平米弱

とになります。現在、こちらのほうは住民票まで確認してないところでございま

す。土地の所有者は○○さんという形になっています。 

 なお、こちら物置の設置につきましては開発の要件もかかってきます。開発許

可がないと農転も許可になりません。開発では今後、申請人がこちらにお住まい

になるということで、敷地拡張で認める方向だということで今現在は聞いており

ます。 

 なお、今、申請人はアパートにお住まいということなので、賃貸契約書等の提

出はいただいているところであります。 

 以上です。 

  

恩田委員  所有者が違って、敷地拡張というのはオーケーなのですか。 

  

議長  では事務局。 

  

名川局長補佐  隣の土地は親、隣の土地を息子さんが購入して一緒に住む、それによって敷地

拡張ということで認められるということになります。 
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議長  そのほかございますか。 

 戸邉委員、お願いします。 

  

戸邉委員 （挙手により質問） 

 隣地の同意なしということですけれども、何か理由があるのでしょうか。 

  

議長  事務局でわかりますか、同意なしの理由。 

  

名川局長補佐  農地隣地は２筆ありますけれども、南側の隣地所有者からは同意書はいただいて

おります。西側の隣地の所有者からは、そちらに関しては同意は差し上げられない

と聞いています。そのかわり、今回隣のほうには迷惑はかけないという別の理由書

が添付されてきたという状況であります。 

  

議長  戸邉委員、よろしいですか。 

  

戸邉委員  はい、ありがとうございました。 

  

議長  そのほかございますか。 

 恩田委員。 

  

恩田委員 （挙手により質問） 

 境界確認はこの人は済んでいるんですか。 

  

議長  済んでいるから申請が出た。 

  

恩田委員  ということは、その人の確認の印もいただいているということですよね。 

  

名川局長補佐  分筆や開発の申請の中でされているとは思いますけれども、事務局では確認をと

っておりません。 

  

議長  よろしいですか。 

  

恩田委員  はい。 

  

議長  鈴木委員、お願いします。 

  

鈴木敏弘委員 （挙手により質問） 

 基本的なことですけれども、今まで三郷市農業委員会で同意なしで許可をおろ

したことがありますか。 
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議長  事務局は年数的にないんですけれども、私のほうでそういう経験はあります。

さっきも事務局からお話のあったとおり、完全に同意を求めているわけではない

ので。過去にはあります。 

 そのほかございますか。 

 田中委員。 

  

田中委員 （挙手により質問） 

 地形的にわからないのですけれども、先ほどの３番の〇〇さんの並びだと思うん

ですけれども、どういうふうな形で、どこが同意をもらえてないか、詳細な説明お

願いします。 

  

議長  今順番で回覧で回しますから、お時間いただきたいと思います。 

  

 【詳細資料を回覧】 

  

議長  田中委員、わかりましたか。 

  

田中委員  はい。 

  

議長  そのほかございますか。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第２号４番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【挙手多数】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、賛成多数でございます。原案のとおり許可相当として意見を付し

て県知事に送付をいたします。 

  

 ４番 敷地拡張  （賛成多数） 

  

議長  ここで暫時休憩といたします。開会時間は３時ちょうどでお願いいたします。 

  

 【 20 分暫時休憩】 
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議長  再開いたします。 

 続きまして、議案第２号５番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第２号５番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、「○○・○○」、譲受人

住所・氏名「○○・○○」、権利の種類「賃貸借」、土地の表示「鷹野３丁目○

○番」、地目「田」、地積「○○平米」、同じく「○○番１」、地目「田」、地

積「○○平米」、計２筆の「○○平米」、施設概要「店舗用地（コンビニエンス

ストア）」。 

 申請地の農地区分につきましては、市街地化が見込まれる区域内にある農地で

あり、その規模がおおむね１０ｈａ未満であるため、第２種農地であると判断さ

れます。 

以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は内田委員の担当でございます。内田委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

内田委員  それでは、ただいまから議案第２号５番についてご説明申し上げます。 

 譲渡人、譲受人、権利種類、土地の表示、施設概要につきましては事務局の説

明と重なりますので、省略させていただきます。また、現地についてもビデオの

とおりでありますので、省略いたします。 

 （以降、内容調査会にて聴き取り調査した内容を説明。） 

 理由書が届いていますので、読み上げます。 

（理由書朗読） 

 まず、利用計画ですが、店舗１棟、鉄骨造り平屋建て、建築面積○○平米、物

置１棟、軽量鉄骨平屋建て、○○平米、合計○○平米、駐車台数は普通車のみ２

６台分でございます。あと緑地帯を設けます。 

 隣地の同意は必要ありません。 

 被害防除ですが、合併浄化槽３０人槽、汚水、雑排水は浄化槽処理後、南側水

路へ排水、雨水浸透ます放流、北側、新設ＣＢ３段積み、東側外灯設置、南側、

新設ＣＢ３段積み及び植栽を植えます。西側、アイドリングストップ看板、新設

ＣＢ３段積み、一部４段積み、及び植栽を植えます。 

 その他参考事項としまして、誓約書あり。 

 （資金計画について説明） 

開発許可要件として都市計画法第３４条９号に該当とのことです。 

問題はないと思われますが、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第２号５番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 
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 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第２号５番に賛成の方は挙手をお願いいたします 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。原案のとおり許可相当として意見を付し

て県知事に送付いたします。 

  

 ５番  店舗用意（コンビニエンスストア）  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第２号６番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第２号６番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・

○○」、権利の種類「賃貸借」、土地の表示「番匠免字内谷○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、「茂田井字用水向○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、

同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、 

計３筆の○○平米、施設概要「資材置場用地」。 

 申請地の農地区分は、市街地化が見込まれる区域内にある農地であり、その規

模がおおむね１０ｈａ未満であるため、第２種農地であると判断されます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は加藤委員の担当でございます。加藤委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

加藤委員  それでは、議案第２号６番のご説明をいたします。 

 譲渡人、譲受人、権利種類、土地の表示、施設概要につきましては事務局から

の説明と同じなので、省略いたします。現地につきましてもビデオのとおりです

ので、省略いたします。 

 （以降、内容調査会にて聴き取り調査した内容を説明） 

 別紙理由書が届いております。読ませていただきます。 

（理由書朗読） 

 営業所からの距離は７ｋｍ、１５分、それで借りられたら、別に事務所もこち

らのほうに借りる予定だそうです。 

 利用計画といたしましては、幕４０段、アンチ４０段、単管パイプ、石膏等、
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足場板、クランプ、シート類などを置くそうです。 

 隣地の同意はあります。 

 それから、被害防除といたしましては、北側、西側、南側、新設Ｈ鋼土どめ、

鋼板、Ｈ３ｍ、東側が会社の看板、それから、出入り口コンクリート舗装、幅が

７．８ｍ、奥行き６ｍです。停止線、それから、新設Ｈ鋼土どめ、鋼板、Ｈ３ｍ、

入り口にはアコーディオンのベルト３ｍをつけるそうです。南側はコンクリート

打設です。 

 その他として、誓約書あり。 

 （資金計画について説明） 

 以上で説明を終わります。よろしく審議のほどお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第２号６番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第２号６番に賛成の方は挙手をお願いいたします 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。原案のとおり許可相当として意見を付し

て県知事に送付いたします。 

  

  ６番 資材置場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第２号７番について事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第２号７番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・

○○」、権利の種類「売買」、土地の表示「半田字五反田○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、施設概要「施術所」。 

 申請地の農地区分は、市街地化が見込まれる区域内にある農地であり、その規

模がおおむね１０ｈａ未満であるため、第２種農地であると判断されます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は戸邉委員の担当でございます。戸邉委員に内容説明をお願いいたし
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ます。 

  

戸邉委員  それでは、議案第２号７番について説明させていただきます。 

 譲渡人の住所・氏名及び権利種類、土地の表示、施設の概要につきましては事

務局の説明どおりございますので、省略させていただきます。 

 譲受人、○○株式会社、代表取締役○○様、住所○○、でございます。職種と

しましては施術業です。転用目的といたしまして施術所の用地ということになり

ます。 

 理由書が出ておりますので、読み上げさせていただきます。 

（理由書朗読） 

 事業計画といたしましては整体業、計画従業員数が１名、 

（資金計画について説明） 

木造平屋建て、建築面積が〇〇平米、延べ床面積が〇〇平米、それに駐車スペ

ース４台分、駐輪スペース３台分です。 

 隣地の同意はございます。 

 被害防除といたしまして、北側、新設コンクリートブロック２段積み、東側、

コンクリートブロック５段積み、プラスフェンス１００、南側、新設コンクリー

トブロック４段積み、フェンス１００、西側、既設擁壁を残してコンクリートブ

ロック３段積み、南、出入り口、浸透性のアスファルト舗装、停止線を引きます。

合併浄化槽１０人槽、汚水及び雨水は西側水路に排水、下は砂利敷きということ

になります。 

 誓約書はございます。 

 以上で説明を終わります。皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第２号７番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第２号７番に賛成の方は挙手をお願いいたします 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。原案のとおり許可相当として意見を付し

て県知事に送付いたします。 
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 ７番 施術所  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第３号「三郷市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選

考委員会を設置することについて」を上程いたします。 

 それでは、議案第３号について事務局に説明をお願いいたします。 

  

浮田局長  議案第３号「三郷市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会を設

置することについて」説明させていただきます。 

 議案配付の際、別紙としました議案３号関係資料をご覧いただければと思いま

す。 

 新制度移行に向けまして、農業委員・農地利用最適化推進委員については現在

募集をしているところでございます。農業委員会が農地利用最適化推進委員を委

嘱するに当たりまして、農業委員会法関係法令では、「委嘱の過程の公正性及び

透明性を確保するために必要な措置を講じるよう努めなければならない」とされ

ております。これを受けまして、三郷市農業委員会内に農地利用最適化推進委員

候補者選考委員会を設置して、推薦、公募されてきた方々についての選考を行う

という趣旨でございます。 

 選考委員会の主な点について申し上げます。ご覧いただいております議案第３

号関係資料のうち、第２条をご覧ください。 

 選考委員会の委員は、会長、代理、世話人、その他会長が指名する者にて組織

します。 

 第３条をご覧ください。委員会の会議は、委員長である会長が招集し、議長と

なります。 

 この６行下にあります第３条第５項をご覧ください。 

 選考対象者又は推薦者に選考委員の自己または同居の親族若しくはその配偶者

に該当する者がいる場合は、選考委員となることができないとしています。 

 これは、先ほど選考委員会設置の趣旨としまして、委嘱の過程の公正性及び透

明性を確保するためと申し上げましたが、選考委員の中に選考の対象者や推薦し

た方が入らないことにより選考の公正性に客観性を持たせるという考え方に基づ

くものでございます。 

 以上、選考委員会につきまして大まかなところを申し上げましたが、選考委員

会の今後のスケジュールとしましては、本日ご承認いただけましたら、その後、

５月の総会が終わりました後選考委員会の開催を予定しております。その選考委

員会の結果につきましては、６月の総会にて報告をいたしますが、委嘱のための

議決、これにつきましては新制度の農業委員会で行う必要があるため、７月２０

日の新制度での最初の総会におきまして改めて選考結果の報告をして、議案とし

て審議の上、承認されましたら、推進委員４人が正式にスタートするというよう

な流れになっております。 

 以上で議案第３号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 
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議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第３号１番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

 加藤委員。 

  

加藤委員 （挙手により質問） 

 ４人と、人数はもう決まっているですか。 

  

議長  局長から。 

  

浮田局長  推進委員の人数につきましては、定数条例、３月の定例市議会のほうで条例と

して可決いただきましたが、推進委員は市全体で４人ということで決まっており

ます。 

 補足ですけれども、市全体として４人、先月の総会のときに担当区域を定めて

募集するという関係法令の規定がございますので、早稲田地区２人、彦成地区１

人、東和地区１人という割り振りで合計４人という形になっております。 

 以上でございます。 

  

議長  ありがとうございます。 

 そのほかございますか。 

 田中委員、お願いします。 

  

田中委員 （挙手により質問） 

 候補者選考委員会、今その委員を決めるということでしょうか。それともこの

案を議決するということですか。 

  

議長  では、局長から。 

  

浮田局長  この議案第３号につきましては、選考委員会を設置するというところまでの議

案審議ということでお願いするものでございます。実際に選考委員にどなたがな

るかにつきましては、その後ということになってまいります。 

 以上でございます。 

  

田中委員  はい、わかりました。 

  

議長  そのほかございますか。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 
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 採決をいたします。 

 議案第３号１番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、全員賛成でございます。よって、承認をいたします。 

 それでは、今承認されましたので、選考委員の予定者として、私のほうから発

表させていただきます。 

 第２条の中で、（１）会長、（２）会長職務代理、（３）地区世話人というこ

とで組織するわけでございますが、実際、今立候補として推薦されている方がこ

の関係者の中に入っておりますので、その方は入ることができません。というこ

とで、それ以外の方を（４）その他会長が指名する者というところで私のほうか

ら現段階におきましての推薦とさせていただきます。 

 各地区からの２名ということでお願いしたいと思います。基本的に農業委員の

任期の多い方から順に推薦をさせていただきます。あくまでも締め切りは２８日

でございますので、まだ確定はできません。現段階におきましての候補者でござ

います。 

 まず、早稲田地区におきましては、役員さんから候補が上がっております。そ

のために委員としての推薦は加藤委員、矢野良委員、２名にお願いしたいと思い

ます。 

 彦成地区におきましては、同じく役員が１人推薦されております。その方を除

きまして、田中委員、もう１名が岡田委員、お願いしたいと思います。 

 東和地区におきましては、会長と鈴木地区世話人が推薦されておりませんので、

私と鈴木世話人がなるということです。 

 この６名で選考委員会を開きたいと思います。あくまでも現段階においての候

補でございます。来月５月の総会の後、選考委員会を開きまして、次期最適化推

進委員の方の候補者を決定させていただきますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 私のほうからは以上でございます。 

 それでは、局長のほうから、資料等の配布の時期とか、そういったスケジュー

ルをお願いしたいと思います。 

  

浮田局長  選考委員会におきましての事務的なスケジュールを少しお話しさせていただき

たいと思います。 

 会長からもお話がありましたとおり、今現在まだ募集期間ということでござい

ますが、今週水曜日が最終日になっております。募集締め切りました後、推薦書、

応募書類などを整理いたしまして、選考委員会の方々にはなるべく早くお送りし

て、選考委員会に先立って内容をごらんいただきたいと考えております。目安と

しましては連休明けには発送できるように準備を進めたいと思っておりますの
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で、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

  

議長  ここで、暫時休憩させていただきます。再開時間３時４０分でお願いいたしま

す。 

  

 【 10 分暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開いたします。 

 ６番、その他に移らせていただきます。 

 まず、（１）審議会、協議会につきましての報告をお願いします。審議会、協

議会につきましてありましたら、挙手にてお願いしたいと思います。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  それでは、その他の報告で、それ以外の報告をお願いしたいと思います。 

 まず、１点、全国農業新聞優秀農業委員会団体表彰ということで、職務代理か

らお願いします。 

  

藤田 

会長職務代理 
 （全国農業新聞優秀農業委員会団体表彰 ４月１２日） 

  

議長  それでは、続きまして事務局からの連絡事項ということで、局長からお願いい

たします。 

  

浮田局長  ①農地利用最適化に関する意見の提出について 

 ②農地利用最適化推進１・１・１運動について 

  ③農業委員会埼葛地方協議会の総会について 

 ④四市町農政研究会について 

 ⑤農業委員視察研修について 

 ⑥農家組合長名簿について 

⑦クールビズの実施について 

 ⑧「緑の募金」運動について 

  事務局からの連絡事項、長くなりましたが、以上でございます。 

  

議長  ありがとうございます。 

 続きまして、農業振興課からの連絡事項につきまして、補佐からお願いいたし

ます。 

  

名川局長補佐  ①園芸協会総会（５月２２日）農業委員会室  
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②さつき展（５月２７日、２８日）瑞沼市民センター  

  

議長  ありがとうございます。 

 以上で全ての議案、報告等終了となります。総括的にもしございましたら、挙

手にてお願いしたいと思います。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  それでは、以上をもちまして今月の総会を閉会とさせていただきます。 

 閉会に当たりまして藤田代理より閉会のご挨拶をお願いします。 

  

藤田 

会長職務代理 

 長時間にわたり慎重なるご審議ありがとうございました。今月の総会では農地

法第３条で３件が承認、農地法第５条で６件が許可相当、１件が不許可相当とな

りました。審議内容の確認をするとともに、円滑なる総会運営にご協力いただき、

ありがとうございます。 

 以上をもちましてご挨拶とさせていただきます。皆様お疲れさまでした。 

 


