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平成２９年第１２回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成２９年１１月２４日（金） 午後１時３０分から ４時００分 

 

２．開催場所 農業委員会議室（７階） 

 

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 矢野  良 出 １０ 篠田 匡章 出 

２ 加藤みつ子 出 １１ 内田 和夫 出 

３ 島根 至代 出 １２ 岡庭  夫 出 

４ 鶴岡千鶴子 出 １３ 篠田 義昭 出 

５ 戸邉  勲 出 １４ 堀切 秀夫 出 

６ 榎本 貞夫 出 推進 中村 清隆 出 

７ 大久保貴章 出 推進 浅香 利明 出 

８ 中村  誠 出 推進 恩田 英世 出 

９ 岡庭 早苗 出 推進 藤田 裕衛 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 引き続き農業経営を行っている旨の証明発行について 

     報告第３号 農地法第５条の規定による許可申請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 

     報告第５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６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７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８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 生産緑地の取得のあっせん依頼の回答について 
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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 

戸邉 

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１１月農業委員会総会の開

催に当たりまして、岡庭会長からのご挨拶及び開会宣言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  本日の出席委員は全委員の出席でございます。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。 

 １１番 内田和夫委員、１３番 篠田義昭委員、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番及び２番については関連がありますので、一括して審議をいた

します。 

 それでは、議案第１号１番及び２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「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、２名いらっしゃいます。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「市助字江戸川○○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、理由「農業経営拡大」、経営面積「○○平米」。 

 続きまして、議案第１号２番、譲渡人、こちらも２名でございます。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「○○・○○」、持分１０分の３、住所・氏名「○○・○○」、

持分１０分の７、権利の種類「売買」、土地の表示「市助字江戸川○○番」、地

目「畑」、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筆の○○平米、理由「農

業経営拡大」、経営面積は○○平米となります。 

 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。 

 この案件は篠田匡章委員の担当でございます。篠田委員に内容説明、お願いい

たします。 

  

篠田匡章委員  それでは、ただいまから説明をいたします。 

 なお、議案第１号１番と議案第１号２番は関連事案でありますので、一括で説

明をさせていただきます。 

 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、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。 

 国道２９８号線を南に向かい、三郷中央駅に向かう交差点を左折し、江戸川の

土手通りまで直進、土手通りを左折し約３００ｍ左手の畑が○○番、○○番、○

○番、その北側の畑が○○番、○○番です。 

 （以降申請人、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） 
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 農業の従事日数を教えていただけますか。 

  

篠田匡章委員 ○○さんが２５０日、○○さんは２００日、○○さんは２５０日、あとは奥様が

２００日、○○さんが８０日となっております。 

  

議長  そのほかございますか。 

 鶴岡委員。 

  

鶴岡委員 （挙手により質問） 

 自宅から農地への距離はどのくらいですか。 

  

篠田匡章委員  自宅からの距離ですが１．６ｋｍ、所要時間は６分間となっております。 

  

議長  そのほかございますか。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  それでは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１号２番について採決をいたします。 

 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 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。 
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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「南蓮沼字道結○○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、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。 

 この案件は大久保委員の担当でございます。大久保委員に内容説明、お願いい

たします。 

  

大久保委員  それでは、ただいまから議案第１号３番の説明をさせていただきます。 

 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、事務局の

ほうから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。 

 現地ですが、三郷駅方面から記念碑通りを西に向かい、三郷北高校の前で右に

曲がって水路沿いに進み、都市計画道路との交差点、約５０ｍ手前左側の３枚目

の農地が申請地となります。現在田んぼとして耕作されております。 

（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）  

 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３番の説明が終わりました。御意見、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

をお願いいたします。 
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 【議案第２号、第３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２

号１番並びに議案第３号２番、４番、５番、６番、７番につきまして内容調査を

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「南蓮沼字前通○○番」、

地目「畑」、地積「○○平米」、施設概要「貸駐車場用地」。 

 なお、こちらの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。 

 この案件は大久保委員の担当でございます。大久保委員に内容説明、お願いい

たします。 

  

大久保委員  それでは、ただいまから議案第２号１番について説明させていただきます。 

 譲受人及び譲渡人の住所・氏名、権利種類、土地の表示、施設概要につきまし

ては、先ほど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、現地の説明についてもビデオのとおりでございますので、省略させていた

だきます。 

 （以降申請人について説明） 

 続いて、利用計画について説明させていただきます。 

 貸駐車場として車１台分の駐車スペースをとる計画となっております。 

 被害防除は、東側、西側、南側は新設ブロック土どめ、北側は出入り口６ｍ以

外は新設ブロック土どめとなっております。出入り口にはコンクリート舗装、ほ

かは砂利敷きとなっております。その他、参考事項といたしまして、誓約書は提

出されております。 

（資金計画について説明） 

 最後に、理由書が提出され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） 

 以上で説明を終わります。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。 
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 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、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 貸駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  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「○○・○○」、譲渡人、２名いらっしゃいます。住所・

氏名「○○・○○」、住所・氏名「○○・○○」、権利の種類「賃貸借」、土地

の表示「南蓮沼字下沼○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、同じく「○○

番」、地目「田」、地積「○○平米」、計２筆の○○平米、施設概要「駐車場用

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種農地と判断されます。 

  

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は大久保委員の担当でございます。大久保委員に内容説明、お願いい

たします。 

  

大久保委員  それでは、ご説明します。 

 譲受人及び譲渡人の住所・氏名、権利種類、土地の表示、施設概要につきまし

ては、先ほどの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、現地の説明についてもビデオのとおりでございますので、省略させていた

だきます。 



8 

 （以降会社概要等について説明）  

続いて、利用計画についてご説明申し上げます。 

 駐車スペースは２５台分を確保する予定となっております。隣地の同意につい

ては同意書が提出されております。 

 理由書が提出されておりますので、読み上げさせていただきます。 

（理由書朗読） 

 続いて、被害防除の関係ですが、南側と西側はブロック４段積み土どめにフェ

ンス高さ１ｍ、東側は特別養護老人ホームが隣接しておりますので特にありませ

ん。北側は三郷市の４車線道路に隣接しており、特にありません。敷地内は透水

性アスファルト舗装となっております。以上が被害防除です。 

 その他参考事項としまして、誓約書が提出されております。 

(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。 

 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 駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  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「○○・○○」、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「○○平米」、施設概要「駐車場用地」。 

 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
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れます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は中村誠委員の担当でございます。中村誠委員に内容説明をお願いい

たします。 

  

中村誠委員  賃貸人住所・氏名は、事務局の説明どおりなので、省略させていただきます。 

 （以降会社概要について説明） 

 利用計画書でございますが、今回の事業用車両１１台、従業員車両９台とのこ

とでございます。隣地の同意書は出ております。 

 被害防除ですが、新設ブロック・メッシュで１．２ｍ、北側でございます。西

側は新設Ｌ型擁壁・メッシュで１．２ｍ、東側は新設ブロック、プラスメッシュ

フェンスで１．２ｍ、南側でございますが新設Ｌ型擁壁・メッシュフェンスで１．

２ｍでございます。出入り口はコンクリートで５ｍ掛ける７ｍ、チェーンとのこ

とでございます。敷地内は砂利敷きでございます。あと、停止線、アイドリング

ストップ看板の設置がございます。 

 あと、その他でございますが、誓約書あります。 

（資金計画について説明） 

 申請理由でございますが、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） 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案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。 

 内田委員、お願いします。 

  

内田委員 （挙手により質問） 

 １つ教えてください。従業員は何名でしょうか。 

  

議長  お願いします。 

  

中村誠委員 従業員１５名だそうです。 

  

議長  そのほかございますか。 

 篠田義昭委員。 

  

篠田義昭委員 （挙手により質問） 

 現在使用している資材置場ですが、許可がおりた場合はどのような状況になり
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ますか。 

  

議長 お願いします。 

  

中村誠委員  今後、残りの車及び資材置場として、ここも引き続き使いたいものでございま

す。 

  

篠田委員  ありがとうございます。 

  

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  （全員賛成） 

  

議長 続きまして、議案第３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３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「彦野１丁目○○番」、地目「田」、

地積「○○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。 

 この案件は堀切委員の担当でございます。堀切委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

堀切委員  それでは、ただいまから議案第３号３番を説明させていただきます。 
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 譲受人及び譲渡人の住所・氏名、権利種類、土地の表示、施設概要につきまし

ては、先ほど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、現地の説明についてもビデオのとおりでございますので、省略いたします。 

 （以降申請人について説明）  

それでは、申請理由の理由書が届いていますので読ませていただきます。 

（理由書朗読） 

 利用計画ですけれども、木造２階建て、建築面積５６．９９平米、延べ床面積

９８．１２平米、隣地の同意は必要ありません。 

 被害防除ですけれども、南側は新設ＣＢ４段積み、メッシュフェンス８０ｃｍ、

出入り口、アコーディオン門扉となります。北側、新設ＣＢ３段積み、メッシュ

フェンス８０ｃｍ、水路際まで表面処理し防草シート敷設、東側、新設ＣＢ２段

積み、メッシュフェンス８０ｃｍ、西側新設ＣＢ２段積み、メッシュフェンス８

０ｃｍ、雨水は新設浸透桝、オーバーフロー分を南側側溝に放流、汚水は合併処

理浄化槽５人槽です。処理後、南側側溝に放流、敷地内駐車スペース２台分、土

間コンクリート舗装、人工芝、防草シート、砂利敷きとなります。誓約書はあり

ます。 

（資金計画について説明）  

以上で説明を終わります。ご審議のほど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。 

 篠田義昭委員。 

  

篠田義昭委員 （挙手により質問） 

 参考までにお伺いしますけれども、譲渡人○○さん、職業は農業ですか。 

  

堀切委員  農業と聞いております。 

  

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３号３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。 



12 

 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 住宅用地  （全員賛成） 

  

議長  ここで暫時休憩といたします。再開時間２時４０分でお願いします。 

  

 【 20 分暫時休憩】 

  

議長  再開をいたします。 

 続きまして、議案第３号４番につきまして、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４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「栄３丁目○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、施設概要「駐車場用地」。 

 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。 

 この案件は篠田義昭委員の担当でございます。篠田委員に内容説明、お願いい

たします。 

  

篠田義昭委員  それでは、ただいまから議案第３号４番を説明させていただきます。 

 譲受人及び譲渡人の住所・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

の説明についてもビデオのとおりでございますので、省略させていただきます。 

（以降内容調査会で聞き取り調査した内容を説明）  

続いて、駐車場の利用計画についてですが、保有している車両５台と社員の車

５台を駐車する目的となっております。隣地の同意は提出されております。 

 ここで、理由書が提出されておりますので、読み上げさせていただきます。 

（理由書朗読） 

 営業所から申請地までの距離及び時間は約１０㎞と１５分です。 

 続いて、被害防除の関係ですが、新設コンクリートブロックを使用して土どめ

をします。東側、西側、北側は２段積み、南側隣地雑種地側は２段積み、隣地田

側は４段積み、東側出入り口には砂利飛散防止コンクリート舗装７ｍ掛ける９ｍ

に停止線があり、チェーンがつきます。会社看板、敷地内は砂利敷きとなってお

ります。以上が被害防除です。 
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 その他、参考事項といたしまして誓約書が提出されております。 

(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３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。 

  

  

議長 この申請地の近くは恩田委員のお住まいがございまして、地域をよくご存じです

ので、この土地に関しまして、もしご意見等あれば。 

  

恩田委員  意見ということで、隣接地、水田の作付していない土地があるんですけれども、

そこの排水路がないんですよ。そうすると、大雨降ると、道路にはＵ字溝が入っ

ていますけれども、田んぼの面から５０ｃｍぐらいだと思うんですよ。その間、

落とすところがないと、例えば大雨降った後に子供の危険とか、そういう点を私

気にして、今の土地の現状の意見を述べさせていただきました。 

  

議長  ありがとうございます。 

 形的には、道路があって、先ほどのビデオで太陽光パネル、今回の申請地が田

んぼから今度道路が１０ｃｍ高になります。そうすると、囲まれた敷地内という

排水の問題ですね。基本的には２面にＵ字溝が入っていますから、田んぼのは下

水ではなくて雨水でございますので基本的にきれいな水ですから、Ｕ字溝に流し

ても大丈夫ですよね。これは道路河川課に言って、Ｕ字溝に穴をあけて、外へ水

を落とすということ…… 

  

恩田委員  同意書出ているから、何ら問題はないと思うんですけれども、何かあった場合

……。 

  

 【発言する人多々あり】 

  

議長  それでは、恩田委員のご意見について局長から。 

  

浮田局長  今、恩田委員からお話のありました件につきまして、Ｕ字溝のほうが道路高と

同じ高さにふたがありますので、隣地の田んぼのほうが低いと。ここに水がたま

ってくると越流するというような状況を想定してのお話かと思いますけれども、

水管理者である道路河川課のほうにそのあたりのお話、市役所の中でということ

で、こちら事務局から道路河川課にお話しさせていただいて、何か手法があるか

どうか確認させていただきたいと思いますので、事務局でお預かりさせていただ

ければと思いますが、よろしいでしょうか。 
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恩田委員  ありがとうございます。 

  

議長  そのほかご意見ございましたら、挙手してお願いしたいと思います。 

  

 【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４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。 

  

 ４番 駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第３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３号５番、譲渡人、４名いらっしゃいます。住所・氏名「○○・○○」、

持分２分の１、住所・氏名「○○・○○」、持分２分の１、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「賃貸借」、土地の表示「番匠免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○○平米、施設概要「駐車場用地」。 

 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。 

 この案件は篠田匡章委員の担当でございます。篠田委員に内容説明、お願いい

たします。 

  

篠田匡章委員  それでは、ただいまから議案第３号５番の説明をさせていただきます。 

 譲受人及び譲渡人の住所・氏名、権利種類、土地の表示、施設概要につきまし

ては、先ほど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。
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また、現地の説明についてもビデオどおりでございますので、省略いたします。 

 （以降会社概要、現在使用している駐車場の状況について説明） 

利用計画ですが、会社車両２ｔから３ｔダンプが３２台、７ｔから８ｔダンプ

が１６台、社員車両１７台を置く予定です。 

 ここで、理由書が届いておりますので読み上げたいと思います。 

（理由書朗読） 

 事務所から申請地までの距離が３ｋｍで５分です。 

 続きまして、被害防除です。南側、新設鋼板３ｍを単管パイプ４．５ｍで固定、

出入り口、７ｍ掛ける９ｍ、コンクリート舗装、停止線、西側、隣地既設鋼板、

東側、隣地既設鋼板と新規鋼板３ｍを単管パイプ４．５ｍで固定、北側、新設Ｃ

Ｂ４段プラス新設鋼板３ｍを単管パイプ４．５ｍで固定、場内、砂利敷きです。

会社看板、アイドリングストップ看板、アコーディオン扉、照明灯を設置という

ことです。 

 その他、参考事項としまして誓約書があります。 

（資金計画について説明） 

 以上で説明を終わります。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３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。 

 中村誠委員、お願いします。 

  

中村誠委員 （挙手により質問） 

 すみません、ちょっと確認したいんですけれども、今まで使っている土地の件

ですが、全部返却ですか、それとも一部返却ですか。 

  

篠田匡章委員  「谷口字木下○○番」と「○○番」が返却です。ほかのところはそのまま使う

ということです。 

 以上です。 

  

議長  中村誠委員、よろしいでしょうか。 

  

中村誠委員  はい、ありがとうございます。 

  

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。 
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 議案第３号５番に賛成の方の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 駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第３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３号６番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、住所・氏名「○○・○○」、

譲受人住所・氏名「○○・○○」、権利の種類「売買」、土地の表示「栄４丁目

○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「畑」、地

積「○○平米」、「○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、計３筆の○○平

米、施設概要「駐車場兼資材置場」。 

 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。 

 この案件は篠田義昭委員の担当でございます。篠田委員に内容説明、お願いい

たします。 

  

篠田義昭委員  それでは、ただいまから議案第３号６番を説明させていただきます。 

 譲受人及び譲渡人の住所・氏名、権利種類、土地の表示、施設概要につきまし

ては、先ほど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、現地の説明についてもビデオのとおりですので、省略いたします。 

 （以降内容調査会で聴き取り調査した内容を説明） 

 続いて、駐車場及び資材置場の利用計画についてですが、所有している車両１

７台、社員車両８台の駐車、あと資材置場とする目的となっております。資材の

明細については、アタッチメント１５個、はさみ６個、クラッシャー６台、ブレ

ーカー４台、足場板１００枚、シート２００枚、単管パイプ２ｍが４００本、３

ｍが１００本、４ｍが３００本となっております。隣地の同意については必要ご

ざいません。 

 ここで、理由書が提出され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）  
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営業所から申請地までの距離及び時間については、約３２ｋｍ、４５分です。 

 続いて、被害防除の関係ですが、新設Ｈ鋼へ柵板を使用して土どめをします。

北側と西側と南側は３ｍの鋼板を単管パイプで固定、東側は３ｍのシートパイプ、

なお、西側の出入り口には砂利飛散防止コンクリート舗装５ｍ掛ける７ｍに停止

線があります。会社看板、敷地内は砂利敷きとなっています。場内には街灯２カ

所を設置しております。出入り口にはアコーディオンカーテンがつきます。以上

が被害防除です。 

 その他、参考事項といたしまして誓約書が提出されております。 

（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３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３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 駐車場兼資材置場  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第３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３号７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「南蓮沼字前通○○番」、地目「畑」、

地目「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、「○○

番」、地目「田」、地積「○○平米」、計３筆の○○平米、施設概要「建設機械

置場用地」でございます。 

 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。 
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 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は大久保委員の担当でございます。大久保委員に内容説明、お願いい

たします。 

  

大久保委員  それでは、議案第３号７番について説明させていただきます。 

 譲受人及び譲渡人の住所・氏名、権利種類、土地の表示、施設概要につきまし

ては、先ほど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、現地についてもビデオのとおりでございますので、説明を省略させていた

だきます。 

 （以降内容調査会で聴き取り調査した内容について説明）  

建設機械置場の利用計画についてですが、重機４台、従業員の車両５台のスペ

ースを確保する計画となっております。隣地の同意は必要ありません。 

 ここで、理由書が提出され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）  

続いて、被害防除としては東側、西側、北側は新設メッシュフェンス１．８ｍ、

一部隣地フェンス、南側は隣地フェンス、敷地内は砂利敷き、出入り口コンクリ

ート舗装となっております。 

 その他参考事項としまして誓約書が提出されております。 

（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３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３号７番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員賛成】 

  

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

して県知事へ送付いたします。 

  

 ７番 建設機械置場用地  （全員賛成） 
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議長  続きまして、議案第４号「生産緑地の取得のあっせん依頼の回答について」を

上程いたします。 

 議案第４号１番については中村誠委員の担当でございます。中村委員に内容説

明をお願いいたします。 

  

中村誠委員  議案第４号１番の説明をいたします。 

 先月の総会の議案第３号１番「生産緑地の取得のあっせんについて」の議決を

経て、農業委員会において、三郷第１０９号生産緑地地区における取得のあっせ

んをすることになりましたが、それを受けて農家組合長を通じ、近隣農業者のあ

っせんを行いましたが、買い取り希望者があらわれず、あっせんができない状態

でございます。 

 以上でございます。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案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番に賛成の方の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。原案のとおり承認をいたします。 

  

議長  ここで暫時休憩といたします。再開時間３時４０分。 

  

 【 25 分暫時休憩】 

  

議長  それでは、続きまして、６番のその他に移らさせていただきます。 

  

  審議会、協議会につきまして、報告ございましたら挙手にてお願いしたいと思

います。 

 戸邉代理、お願いします。 

  

戸邉職務代理  （平成２９年度三郷市環境審議会 １１月１４日 全員協議会室） 
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議長  ありがとうございます。 

 そのほかございますか、審議会、協議会。 

 中村誠委員。 

  

中村誠委員  市役所でやっている活き活き体験農業ですか。一応、１２月１日から収穫を始

めることにいたしましたので、その点、よろしくお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 そのほかございますか。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  それでは、私のほうから１点。 

（三郷市景観審議会 １０月３１日） 

  

議長  続きまして、その他で、もしございましたら報告をお願いします。 

  

 【挙手なし】 

  

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� 農地利用意向調査について 

②� 県外視察研修の写真配布について 

③� 農業委員会手帳の配布について 

④� 平成３０年の総会等の日程について 

⑤� 職員の住所録について 

   

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、補佐のほうからお願い

します。 

  

名川局長補佐 ①� 活き活き農業体験講座（１２月 中村農園、吉田農園） 

②� 限定特別純米酒「におどり」の販売（１２月１日） 

  

  

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、戸邉代理より閉会のご挨拶をお願いいたします。 
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戸邉 

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１件が許可相当、

農地法第５条で７件が許可相当、生産緑地の取得のあっせん依頼の回答について

１件が承認されました。審議内容の確認をするとともに、円滑なる総会運営にご

協力をいただきまして、ありがとうございます。 

 以上をもって、ご挨拶にかえさせていただきます。 

 皆様、お疲れさまでした。 
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