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平成２９年第５回三郷市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年５月２５日（木） 午後１時３０分から午後３時０５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 農地改良届出について 

     報告第２号 農地法第５条の規定による許可申請書の取下願いについて 

     報告第３号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

     報告第４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５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６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４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 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４号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について 

     議案第５号 平成３０年度農地利用最適化施策に関する意見提出について 
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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 

   農地係長 藤島 徹 

    

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５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） 

 なお、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。 

 ７番 千代田委員、８番 鈴木智之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。 

 議案第１号１番、２番につきましては関連がございますので、一括して審議を

いたします。それでは、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「賃貸借」、土地の表示「彦成３丁目○○番」、地目「田」、地積「○
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○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計２筆「○○平

米」、理由「農業経営拡大」、経営面積「○○平米」。 

 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「彦成３丁目○○番」、地目「畑」、地積「○

○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計２筆の「○○

平米」、理由「農業経営拡大」、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、理由、経営面積につきましては事務局から

の説明どおりでございますので、省略いたします。 

 現地ですが、１番の彦成３丁目○○番は、県道草加流山線の三郷団地入り口信

号を団地方面に向かい、川沿いの道を右折して○つ目の北側の農地が申請地とな

ります。 

 また、２番の３丁目○○番は、同じく県道草加流山線の三郷団地入口信号を団

地方面に向かい、○○米店を右折して○○ｍくらい行った右側が申請地となりま

す。 

 今回、賃貸借ということでありますので、申請人の経営状況を説明いたします。 

 現地ですが、県道草加流山線の三郷団地入口の信号を団地方面に向かい、ＪＡ

彦成北支店の通りを右折した○枚目の田が申請地となります。 

（以降、申請人、農業従事日数、農機具保有状況、経営状況を説明。） 

  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１号１番、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。 

 加藤委員。 

  

加藤委員 （挙手により質問） 

 農機具の保有状況ですが、モーター１台と耕運機１台と言ったのでしょうか。

それで田んぼと畑、田んぼなんかも自分でやっているのでしょうか。 

  

藤田 

会長職務代理 

 耕作を委託しているみたいです。 
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加藤委員  畑なんかも、高齢化しているみたいですけれども、息子さんたちの状況は。 

  

藤田 

会長職務代理 

 子供さんたちも勤めています。銀行員だと思いますけれども、休みのときにや

っている姿を見ます。 

  

加藤委員  わかりました。 

  

議長  鈴木敏弘委員、お願いします。 

  

鈴木敏弘委員 （挙手により質問） 

 耕作面積がふえると思うのですが、例えば畑にしても、何をつくるのか。あと

は販売先とか、そういうのを教えてください。 

  

藤田 

会長職務代理 

 自家消費が主だと思うんですよね。事務局で何かありましたら、お願いしたい

と思います。 

  

議長  事務局でわかる範囲でお願いします。 

  

名川局長補佐  申請書には、今現在、畑は○○平米お持ちになっていて、今回の畑○○平米を

プラスされる、畑は小松菜を栽培されているという申請となっております。 

 以上です。 

  

議長  ○○平米ふえた畑は小松菜を作付している。自家消費が主です。 

 戸邉委員。 

  

戸邉委員 （挙手により質問） 

 お子さんってお幾つくらいですか。 

  

藤田 

会長職務代理 

 ○〇歳です。 

 

  

議長  （農業従事者の年齢を説明。） 

 先ほどの鈴木敏弘委員の質問はさっきの回答でよろしいですか。 

  

鈴木敏弘委員  自家消費ということでよろしいのですね。 

  

藤田 

会長職務代理 

 そうです。 
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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。 

 まず、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 農業経営拡大  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、採決いたします。 

 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 農業経営拡大  （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。 

  

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「使用貸借」、土地の表示「岩野木字大堤内○○番」、地目

「田」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、

計２筆「○○平米」、理由「農業経営拡大」、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。 

 この案件は矢野良委員の担当でございます。矢野委員に内容説明をお願いいた

します。 

  

矢野良委員  それでは、ただいまから議案第１号３番について説明いたします。 
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 申請人の住所・氏名、権利種類、土地の表示、理由、経営面積につきましては

事務局のとおりですので省略させていただきます。 

 現地ですが、江戸川沿いの岩野木に岩野木老人福祉センターがありまして、そ

の南側が給食センター、そのもう一つ南側が○○さんの自宅がございまして、そ

の自宅の西側○○ｍほどのところにこの現地があります。現地へ行ってみました

ら、耕運管理はされておりました。許可があった場合には、今年は間に合わない

けれども、来年は作付したいというような話でありました。 

（以降、申請人、農業従事日数、農機具保有状況、経営状況を説明。） 

 問題ないかと思いますけれども、皆さん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１号３番について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 農業経営拡大  （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

をお願いいたします。 

  

 【議案第２号、議案第３号に係る申請地のビデオ上映】 

  

議長  再開いたします。 

 議案第２号「農地法第４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番並びに議案第３号１番、２番につきまして内容調査会を開催しております。 

 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４条の規定による許可申請について意見を求める件」、
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１番、申請人住所・氏名「○○・○○」、土地の表示「新和３丁目○○番」、地

目「畑」、地積「○○平米」、施設概要「農家住宅」、こちらは「農家住宅」と

なっておりますが、補足としまして、昭和４５年８月の都市計画法による線引き

以前から住宅が建っていたということで追認、かつ農家住宅の建てかえという申

請の内容になっております。 

 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。 

 この案件は私の担当でございます。私、岡庭から内容説明をさせていただきま

す。 

 それでは、議案第２号１番の説明でございますが、ただいま事務局から報告の

あったとおり、申請人、土地の表示等、施設概要につきましては報告のとおりで

ございます。 

 まず、理由書から読ませていただきます。 

（理由書の朗読） 

 という内容でございます。 

 理由につきましては以上のとおりでございまして、敷地拡張して住宅を建てる

わけでございますが、建物は木造２階建て、建築面積○○平米、１階部分が○○

平米、２階が○○平米でございます。 

 隣地の同意は必要ございません。隣地は自分の所有の農地となっております。 

 被害防除でございますが、合併浄化槽１０人槽でございまして、処理水につき

ましては既設の排水ますに接続して放流するということでございます。現在の既

存のものをそのまま使用するということでございます。 

 （資金計画について説明） 

 説明のほうは以上とさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

  

議長  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】 
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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 農家住宅  （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、申請人がお二人いらっしゃいます。一人目の申請人住所・氏

名「○○・○○」、もう一人の申請人の住所・氏名「○○・○○」、土地の表示

「彦倉２丁目○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地

目「田」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、

計３筆「○○平米」、施設概要「駐車場用地（貸施設）」となっております。 

 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。 

 この案件は宮田委員の担当でございます。宮田委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

宮田委員  ただいまから議案第２号２番について説明させていただきます。 

 申請人の住所・氏名、土地の表示、施設概要につきましては先ほど事務局の説

明どおりですので、省略させていただきます。また、現地の説明についてもビデ

オどおりなので、省略します。 

 申請人、住所・氏名「○○・○○」、住所・氏名「○○・○○」。転用目的が

駐車場。 

 申請理由を読み上げます。 

（以降、理由書読み上げ。） 

 とのことです。 

 営業所から申請地まで２００ｍ、約３分です。 

 利用計画が○○の従業員駐車場、普通車９２台分、軽自動車８台分です。 

 隣地の同意はあり。 

 被害防除ですが、西側、新設単管パイプ柵、Ｈ１．２ｍ、北側○○氏側、新設

コンクリート土留めブロック４段積み、控え５カ所、新設単管パイプ柵、Ｈ１．

２ｍ、○○氏側ですけれども、新設組立土留め、Ｈ鋼、コンクリート平板、新設

単管パイプ、Ｈ１．２ｍ、東側、新設単管パイプ柵、Ｈ１．２ｍ南側○○氏側、

出入り口５ｍ、既設水路占用あり、新設単管パイプ、Ｈ１．２ｍ、○○氏側、新

設組立土留めＨ鋼、コンクリート平板、出入り口が５ｍ、新設水路占用ヒューム
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管敷設、新設単管パイプ、Ｈ１．２ｍです。 

 アイドリング看板が５枚、敷地内砂利敷き、接道の市道が未舗装のため、飛散

防止舗装はなしです。停止線表示は出入り口に看板を設置、会社看板、照明灯２

基設置の予定です。 

 その他の参考事項として、誓約書あり。 

 （資金計画について説明。） 

 何とぞ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２号２番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【挙手全員】 

  

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。 

  

 ２番 駐車場用地（貸施設）  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第３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。 

 それでは、議案第３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３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「賃貸借」、土地の表示「鷹野３丁目○○番」、地目「田」、地積「○

○平米」、施設概要「資材置場用地」。 

 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。 
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 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３号１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どおりで

すので、省略させていただきます。 

 なお、簡単に言いますと、南中の南側というイメージをいただければいいと思

います。 

 それでは、説明いたします。 

（内容調査会にて確認した内容について説明。） 

 今回の目的が資材置場ということで、理由書が届いておりますので、読み上げ

ます。 

（以降、理由書の読み上げ。） 

 「本社から申請地までの距離につきましては７ｋｍ、１５分。 

 利用計画として、赤土約３００立米、発生土３５０立米、再生砕石ＲＣ－４０

－０、５０立米、採石Ｃ－４０－０、４０立米、油圧シャベル２台、アタッチメ

ントバケット、単管パイプ１００本、敷き鉄板５０枚を置く計画となっておりま

す。 

 隣地の同意は必要ありません。 

 被害防除ですが、西側、鋼板塀、Ｈ２．５ｍ、南側、鋼板塀、Ｈ２．５ｍ、北

側、鋼板塀、Ｈ２．０ｍ、水路敷き、コンクリート打設ということです。東側、

鋼板塀が二重で、内側がＨ２．５ｍ、外側がＨ２．０ｍ、北東の隅に出入り口部

分を設け、６ｍ掛ける８ｍのコンクリート舗装する、そこに停止線、場内砂利敷

き、アイドリングストップ看板、会社看板、照明灯設置。 

 なお、扉につきましては６ｍで、高さが約２ｍのスチール扉をつくる予定との

ことです。 

 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。問題ないと思いますが、ご審議をよろしくお願いし

ます。 

  

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。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 
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 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。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 資材置場用地  （全員賛成） 

  

議長  それでは、続きまして、議案第３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３号２番、譲渡人住所・氏名「○○・持分２分の1○○」、住所・氏名「○

○・持分２分の１○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、権利の種類「売買」、

土地の表示「彦成５丁目○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、施設概要「駐

車場用地（貸施設）」となっております。 

 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。 

 この案件は浅香委員の担当でございます。浅香委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

浅香委員  それでは、議案第３号２番について説明したいと思います。 

 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

明どおりですので、省略いたします。 

 また、申請地につきましてもビデオどおりですので、省略したいと思います。 

 譲受人住所・氏名「○○・○○」、職業が会社役員です。 

 転用目的が駐車場です。利用計画として大型車１４台。 

 申請理由書が上がっていますので、読み上げたいと思います。 

（以降、理由書の読み上げ。） 

 被害防除としまして、西側、隣接地の既設フェンス、Ｈ１．６ｍ、東側が隣接

地の既設単管パイプ、Ｈ１．６ｍ、北側がフェンス、Ｈ１．６ｍ、南側が新設フ

ェンス、Ｈ１．６ｍ、それで出入り口がアコーディオン門扉、場内防犯灯４基、

敷地内、透水性アスファルト舗装、それから、停止線、アイドリングストップ看

板、連絡先看板。 

 以上で私の説明を終わりたいと思います。ご審議のほどよろしくお願いします。 
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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３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。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。 

  

 ２番 駐車場用地（貸施設）  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明

願について」を上程いたします。 

 それでは、議案第４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４号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」、

１番、申出人住所・氏名「○○・○○」、死亡・故障の生じた者住所・氏名「○

○・○○」、土地の表示「東町○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、同じ

く「○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「畑」、

地積「○○平米」、計３筆「○○平米」、主たる従事者であったことの証明を受

けたい期日、平成２９年○○月○○日。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は鶴岡委員の担当でございます。鶴岡委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

鶴岡委員  議案第４号１番「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願につい

て」をご説明させていただきます。 

（申請人住所・氏名、現地について説明。） 

 続きまして、生産緑地の従事状況でございますが、平成２８年度生産緑地の主

たる従事者届の調査によりますと、○○さんが農業経営者、従事日数が７０日、
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妻と父も家族従事者になっております。現地は小松菜、タマネギなど多数を作付

しており、よく管理されておりました。 

 以上、○○さんの主たる従事者について、問題はないと思われますので、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４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４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。 

  

議長  続きまして、議案第５号「平成３０年度農地利用最適化施策に関する意見提出

について」を上程いたします。 

 それでは、事務局に議案の説明をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  それでは、議案第５号１番について事務局よりご説明します。 

別紙１の平成３０年度県農地利用最適化施策に関する意見提出について（案）

をご覧ください。 

この件につきましては、先月の総会で配布しまして、各委員さんから、ご意見

の提出をいただき、事務局で集約いたしました。ご審議をお願いします。 

 また、議案配布時に提示するところ、本日になってしまい、申し訳ございませ

ん。 

  それでは、はじめに意見提出の趣旨についてご説明いたします。 

  農業委員会法では、農業委員会は、その所掌事務の遂行を通じて得られた知見

に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する事務をより効率的かつ効果的に

実施する必要があると認めるときは、農地等の利用の最適化の推進に関する施策

の改善について意見の提出をしなければならないと定められております。 

県農業会議では、各農業委員会の意見を集約し、県農業会議の常設審議会で決

定のうえ、埼玉県へ意見の提出となります。 

これを受け、県農業会議から各農業委員会へ意見集約の依頼がありましたが、

内容としまして３点、「農地の有効利用の推進のための支援」「担い手の育成・
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確保、新規参入などの支援及び経営改善支援」「その他農業振興のための支援」

についての記述を求められています。 

この3点はそれぞれ関係があるので、どの項目に該当するのか、迷うところで

すが、以前に提出先の県農業会議に聞いたところ農業会議として市町村分の意見

を集約するので、あまり、３点の項目のどれに該当するのかはこだわらなくて良

いとのことでした。 

それでは、平成３０年度の県農地利用最適化施策に関する意見提出についての

ご説明します。 

１の「農地の適正利用の推進のための支援」につきましては、農地の有効的な

活用を推進するために、今後も担い手や農地所有適格法人への農地の集積・集約

化が進められていく方向にあります。 

しかし、農業従事者の高齢化の進行や、後継者不足で農業技術の継承が進まな

いこと等から遊休農地の発生となる原因も看過できない状況です。 

農地の受け手となる農業者の人材確保と組織化を図り、担い手等への農地利用 

の集積・集約化を図ることができるよう、さらなる支援をお願いするものです。 

２の「担い手の育成・確保、新規参入などの支援および経営改善支援」につき

ましては、現在、認定農業者の割合は低い状況ですが、今後、農業の中心的な担

い手になる認定農業者の増加は必要不可欠と考えます。 

 認定農業者の育成・組織化、個人経営から法人化への推進、新規就農者等の状

況把握及び情報の共有化を行い、技術指導や経営アドバイス等のサポート体制を

充実できるよう支援をお願いします。 

また、意欲のある農業者が認定農業者になることを希望し、農業経営の拡大が

図れるよう農機具の購入・整備等に対する補助等、認定農業者に対して魅力ある

制度の充実をお願いするものです。 

３の「その他農業振興のための支援」につきましては、都市型農業を推進するた

め、農業体験や市民農園等を通じて農業への理解を深め、各地域の特性をいかし

た特産品のＰＲ及び高品質で付加価値のある農産物の新規商品開発に対する支

援の充実をお願いします。 

  また、農業用水路等の農業環境の維持管理及び更新は、前述の高品質で付加価

値のある農産物の生産に必要不可欠であることから、これらの整備に関して、支

援をお願いする内容としております。 

  以上が、県農地利用最適化施策に関する意見提出（案）でございます。 

なお、例年、市への意見要望も同時に議案としておりましたが、新制度移行後

に必要に応じてまとめていきたいと考えております。 

  よろしくご審議をお願いします。 

 

  

議長  以上で議案の説明が終わりました。質問等があれば挙手をお願いします。 

  

 【質疑応答】 
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議長  質問等が終わりましたので、質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第５号１番に賛成の方の挙手を求めます。 

  

 【挙手全員】 

  

議長  採決の結果、全員賛成であります。承認いたします。 

  

議長  ここで暫時休憩いたします。 

  

 【１５分暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開いたします。 

 まず、（１）として審議会、協議会の報告につきましてお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  それでは、私のほうから１点報告させていただきます。 

 （三郷市景観賞選考委員会 ５月１７日） 

それでは、続きまして（２）その他で報告がございましたら、 

お願いいたします。 

 鶴岡委員から。 

  

鶴岡委員  緑のカーテン運営協議会第１回会議 ４月２１日 

 ５月２４日 定植式 

  

議長  それでは、私のほうからその他の報告します。 

（三郷市園芸協会の総会 ５月１２日） 

 （埼葛地方協議会の通常総会 ５月１８日） 

  

議長  それでは、事務局からの連絡事項につきましてお願いします。 

  

名川局長補佐  それでは、事務局からの連絡事項につきまして説明させていただきます。 

 ①農業者年金の現況届について 

 ②ＪＡさいかつ総代会について 

 ③四市町農政研究会について 

 ④農業委員会の視察研修について 

 ⑤新制度における農業委員候補者について 

 ⑥市制施行４５周年記念感謝状受賞者について 



16 

  事務局からの連絡事項は以上です。 

  

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いて、お願いします。 

  

名川局長補佐  続きまして、農業振興課からの連絡事項についてです。 

 ①活き活き農業体験講座５月３０日（火）石出農園 小松菜 枝豆 

 ②活き活き農業体験講座６月４日 （日）染谷農園 枝豆 

 ③三郷市さつき展 ２７日（土）２８日（日）瑞沼市民センター 

 ④三郷市農政審議会について ６月下旬 農業委員会室 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございました。 

 総括的にもしございましたら、お願いします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  それでは、この後総会終了後に、農地利用最適化推進委員の候補者を選考する

会議を行いますので、６名の方はお残りいただきたいと思います。 

 それでは、最後に、閉会に当たりまして代理から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４条で２件が許可相当、農地法第５条で２件が

許可相当、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願が１件承認、農

地利用最適化施策に関する意見提出について承認されました。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。 
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