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平成２９年第６回三郷市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年６月２６日（月） 午後１時３０分から午後３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 農地改良届出について 

     報告第２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３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４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５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の取り消しについて意見を求める件 

     議案第４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５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

     議案第６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７号 農業委員会事務の実施状況等の公表に伴う平成２８年度の点検・評価及 
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           び平成２９年度の活動計画の策定について 

     議案第８号 農地法第３条第２項第５号に規定する別段面積の設定及び公表について 

     議案第９号 農地法第５２条に基づく賃借料情報の提供について 

 

  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６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） 

  

  

議長  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。 

 ９番 岡田委員、１０番 加藤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。 
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 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「売買」、土地の表示「彦糸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「○○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。 

 この案件は鈴木敏弘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。 

  

鈴木敏弘委員  それでは、ただいまから議案第１号１番の農地法第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の説明をいたします。 

 譲渡人、譲受人の住所・氏名、権利種類、土地の表示、理由、経営面積につき

ましては事務局からの説明のとおりでございますので省略させていただきます。 

 （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） 

 特に問題はないかと思いますが、よろしくご審議のほどお願いします。 

  

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 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
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をお願いいたします。 

  

 【議案第２号、議案第３号、議案第４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４

号１番につきまして内容調査会を行っておりますので、報告いたします。 

 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」、

１番、申請人住所・氏名「○○・○○」、土地の表示「小谷堀字江戸川通流作場

○○番」地目「田」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「畑」、地積

「○○平米」、「○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、「○○番」、地目

「畑」、地目「○○平米」、「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、「○

○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、計６筆「○○平米」、施設概要「住宅

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種農地であると考えら

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、内容のほうを説明させていただきます。 

（以降申請人、申請地、理由、資金計画等を説明）  

こちら専用住宅、木造２階建て、建築面積９５．８４平米、物置、軽量鉄骨造

平家建て、建築面積５８．９２平米。 

 隣地の同意はあります。 

 北側、東側、西側、新設コンクリートブロック土留め４段積み、南側は既設隣

地コンクリートブロック土留め、雨水は雨水浸透ますから、汚水は合併処理浄化

槽７人槽で処理後、道路埋設管へ排水。 

 その他の参考事項といたしまして、誓約書あり。 

 開発要件といたしまして都市計画法３４条１２号、三郷市都市計画法に基づく

開発許可等の基準に関する条例第３条第１項第４号、法律により土地を収用する

ことができる事業の施行に伴い、自己の所有する建築物の移転又は除却をする者

が当該建築物と同一の用途の建築物を建築する目的で行う開発行為です。 
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 以上となります。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。 

 矢野委員、お願いします。 

  

矢野良 委員 （挙手により質問） 

 事務局にお伺いしたいのですけれども、こういった公共事業でかかった場合、

面積的にはもとあった面積までオーケーなのか。また、そうでない場合でも、農

家住宅というのは別の面積があったのかどうか、その辺を教えてください。 

  

議長  では、事務局お願いします。 

  

名川局長補佐  事務局よりお答えいたします。 

 今回、土地収用は一つの理由ということで、住宅を建てるに当たって、今まで

１，０００平米の住宅を持っていたからまた１，０００平米認められるかという

わけではございません。新たな住宅としての一般住宅が基本５００平米まで、農

家住宅に関しては基本１，０００平米までが農地転用上の今の申請基準という形

になっています。 

 こちらの案件に関しては春日部農林のほうに相談させていただきまして、この

面積なら問題ないでしょうというような大まかな了承はいただいているところで

ございます。 

  

矢野良 委員  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。 

 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。 
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 １番 住宅用地  （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の取り消しについて

意見を求める件」についてを上程いたします。 

 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の取り消しについて意見を求める

件」１番、譲渡人、４名いらっしゃいます。住所・氏名「○○・○○」、「○○・

○○」、「○○・○○」、「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、

権利の種類「賃貸借」、土地の表示「花和田字関内○○番」、地目「田」、地積

「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、「○○番」、

地目「田」、地積「○○平米」、「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、

「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計５筆「○○平米」。施設概要「駐

車場用地」。理由「賃貸借契約不成立のため」、備考としまして、平成２９年３

月２１日に許可となった案件でございます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は田中委員の担当でございます。田中委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

田中委員  それでは、ただいまから議案第３号１番の説明をいたします。 

 この案件は、平成２９年２月総会で審議し、平成２９年３月２１日付春農振第

５０６４５号において許可された案件でございます。 

 譲受人の住所・氏名、譲渡人の住所・氏名、土地の表示、理由につきましては

事務局からの説明のとおりでございますので、省略させていただきます。 

 また、申請地でございますが、ビデオのとおりでございます。 

 現地を確認したところ、現在、水稲が作付されておりました。 

 許可取り消しの理由として賃借の契約が不成立になったためとのことです。 

 簡単ではありますが、以上で説明を終わらせていただきます。 

 よろしく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。 

  

 【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。原案のとおり許可取り消し相当として意

見を付して県知事に送付をいたします。 

  

 １番 駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４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「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「新和５丁目○○番」、地目「畑」、

地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、計２筆

の「○○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。 

 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４号１番の説明をさせていただきます。 

（以降申請人、申請地、理由、資金計画等を説明）  

利用計画ですが、シートが５００枚、クランプ２，０００個、単管パイプ１，

０００本、足場板が５００枚、あと先ほど発注してございました大型ユニック１

台ということでございます。 

 被害防除でございますが、東西南北３ｍの万能鋼板を立てまして、入り口には

停止線、連絡先看板、パネルゲート、照明灯を設置するということでございます。

場内は全て砂利敷きでございます。 

 以上、議案４号１番につきましての説明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。 
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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。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  続きまして、議案第５号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」

上程いたします。 

 それでは、議案第５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５号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」、１番、被相

続人住所・氏名「○○・○○」、相続人住所・氏名「○○・○○」、土地の表示

「彦江１丁目○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、経営面積「○○平米」、

相続開始年月日「平成○○年○○月○○日」 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は田中委員の担当でございます。田中委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

田中委員  それでは、ただいまから議案第５号１番の説明をいたします。 

 被相続人、相続人、土地の表示、経営面積については事務局の説明のとおりで

すので、省略させていただきます。 

（以降相続人、申請地について説明） 

 以上で説明を終了いたしますが、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５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】 
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議長  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、承認いたします。 

  

議長  続きまして、議案第６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」を上程いたします。 

 それでは、議案第６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６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「インター南２丁目○○番」、地目「畑」、地積「○○

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２８年○○月○

○日」。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は田中委員の担当でございます。田中委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

田中委員  それでは、ただいまから議案第６号１番の説明をいたします。 

（内容、申請地について説明）  

 次に、生産緑地の全部解除申出理由書が提出されておりますので、読み上げま

す。 

（理由書朗読） 

 以上で説明を終了いたしますが、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６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６号１番に賛成の方は挙手を願います。 

  

 【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７号「農業委員会事務の実施状況の公表に伴う平成２８年

度の点検・評価及び平成２９年度の活動計画の策定について」を上程いたします。 

 それでは、議案第７号１番及び２番について、事務局に議案の説明をお願いい

たします。 

  

名川局長補佐  議案第７号「農業委員会事務の実施状況等の公表に伴う平成２８年度の点検・

評価及び平成２９年度の活動計画の策定について」ご説明申し上げます。 

（概要説明） 

 以上、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７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。 

  

 【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７号１番に賛成の方の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。よって、承認いたします。 

 続きまして、議案第７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。よって、承認いたします。 

  

議長  続きまして、議案第８号「農地法第３条第２項第５号に規定する別段面積の設

定及び公表について」を上程いたします。 
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 それでは、議案第８号１番について、事務局に議案の説明をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第８号「農地法第３条第２項第５号に規定する別段面積の設定及び公表に

ついて」、説明させていただきます。 

 農地法第３条第２項第５号に規定する別段面積を設定せず、下限面積は農地法

で定める基本どおり５０ａとし、これを公表することとしております。 

 内容について説明させていただきます。 

 別添の資料、農地法の施行規則のほうを配付させていただいておりますが、農

地法第３条の記載がありますので、確認いただきたいと思います。 

 別段面積、通称下限面積ですけれども、農地法第３条の許可要件の１つでござ

いまして、農地の権利を取得する場合、取得しようとする農地も含め全体の経営

面積が５０ａ以上必要ということで、３条許可申請では５反要件を満たしている

かどうか、これを審議されているところでございます。 

 こちらにつきましては、農業面積が余りにも小さいと生産性が低く、農業経営

が効率かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経

営する農地面積が北海道でしたら２ｈａ、都道府県は５０ａ以上にならないと許

可できないとされているものでございます。 

 しかし、平成２１年の改正で、農地法第３条第２項第５号の規定の下限に、新

たなこととしまして、下限面積が地域の平均的な経営規模や遊休農地の現況から

見て実情に合わない場合は、農地法の本文にかかわらず、農業委員会で別段面積

を定めることができることとされました。そこで毎年、別段面積について検討す

ることとなっております。 

 案としましては、現行のまま、特に別段面積を定めることなく、農地法の基準

どおり下限面積を５０ａとすることで作成しております。 

 理由としましては、三郷市内の農業経営において、５０ａに満たない零細な経

営では生産性が低く、農業経営での自立が困難と想定されるため、また、農地利

用の状況調査において、遊休農地の割合は１．１と低いこと等でございます。 

 簡単ではございますが、以上でございます。ご審議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８号１番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方、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８号１番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【挙手全員】 
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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。原案のとおり承認をいたします。 

  

議長  続きまして、議案第９号「農地法第５２条に基づく賃借料情報の提供について」

を上程いたします。 

 それでは、議案第９号１番につきまして、事務局に議案の説明をお願いいたし

ます。 

  

名川局長補佐  議案第９号「農地法第５２条に基づく賃借料情報の提供について」、１番、農

地法第５２条に基づく賃借料情報の提供について（案）。三郷市農業委員会は、

三郷市内の農地に対する賃借料水準として、吉川市農業委員会及び松伏町農業委

員会が提供する賃借料情報を参考水準とし、このことを賃借料情報として提供す

る。 

 提供方法につきましては、市ホームページへ掲載ということとしております。 

 こちらは、また別紙、議案第９号関係の資料としてお配りさせていただいてい

るところですけれども、農地法第５２条のほうでは、農業委員会は、農地の利用

関係の調整のために農地の賃借料等の情報を収集して、それを整理、公表するこ

とが定められているところでございます。そのため、三郷市農業委員会では、今

年度、３条の許可申請について確認させていただきましたが、賃借料の３条申請

については実績がございませんでした。このような場合にどのようにするかとい

うことですけれども、一応基礎資料としまして５件以上の案件があった場合、平

均的な金額を示して公表することと、県農業会議からの手引きのほうにそのよう

な形となっております。 

 三郷市のようにこれに満たない場合は、広域で賃借料情報の提供を行うことと

なりまして、今年も従来同様、吉川市、松伏町の賃借料のデータを公表いたした

く議案として提案させていただいております。 

 公開の方法としましては、資料のとおり、三郷市の農業委員会のホームページ

上で該当の農業委員会名をクリックすると、そちらの賃借料情報に飛ぶような形

で作成してあります。 

 簡単ではございますが、以上で賃借料情報の提供について説明を終了いたしま

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９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。 
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 採決をいたします。 

 議案第９号１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。原案のとおり承認をいたします。 

  

議長  ここで暫時休憩いたします。再開は２時４５分でお願いいたします 

  

 【 ２０ 分暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開いたします。 

 ６番、その他で報告に入りたいと思います。 

 まず、審議会、協議会について報告がありましたら、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、続きまして、その他で四市町農政研究会につきまして、代理から報

告をお願いします。 

  

藤田 

会長職務代理 
（平成２９年度第１回四市町農政研究会 ５月２９日三郷市農業員会議室） 

  

議長  ありがとうございました。 

 その他で報告がありましたら、お願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  それでは、続きまして、農地利用最適化推進委員選考委員会の選考結果につい

て報告をさせていただきます。 

（経過説明）  

 続きまして、先月自主的視察がございました。その報告を浅香委員のほうから

お願いしたいと思います。 

  

浅香委員 （自主視察研修 平成２９年５月３０日、３１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



14 

したいと思います。 

  

浮田局長  それでは、事務局からの連絡事項について説明いたします。 

 ①埼玉県農業会議第１２０回通常総会 

 ６月２９日さいたま市にて会長出席 

 ②施行状況調査について 

 ③退任される委員さんへ事務引き継ぎ等のお願い 

 事務局からの連絡事項は以上でございます。 

  

議長  ありがとうございました。 

 続きまして、農業振興課からの連絡事項について、補佐のほうからお願いしま

す。 

  

名川局長補佐  農業振興課からの連絡事項について、３点でございます。 

①活き活き農業体験講座 ６月２７日石出農園 

 ②三郷市農政審議会 ６月３０日第１委員会室 

 ③活き活き農業体験講座 ７月２日染谷農園 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

  

  

議長  それでは、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いたしま

す。 

  

藤田 

会長職務代理 

 以上をもちまして、本日の総会を閉会させていただきます。 

 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１件が承認、農地法第４条で１件が許可相当、農地法第５条許可の取

り消しで１件が承認、農地法第５条で１件が許可相当、相続税の納税猶予に関す

る適格者証明で１件が承認、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件承認されました。また、農業委員会事務の実施状況等の公表に伴う平成

２８年度点検・評価及び平成２９年度の活動計画の策定について、農地法第３条

第２項第５号に規定する別段面積の設定及び公表及び農地法第５２条に基づく賃

借料情報の提供についてそれぞれ承認されました。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。 

 



15 
 

 
 
        委員署名欄                     
                         
 
                                  
 
 
 
        議長承認欄                     
 


