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令和２年第７回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 令和２年７月２０日（月） 午前１０時３０分から１１時４５分 

 

２．開催場所 全員協議会室（６階） 

 

３．議長 岡庭 𠀋夫（会長） 

 

４．出席委員（１４人） 

席次 氏  名 出欠 席次 氏  名 出欠 

１ 石井 昌明 出 １０ 鶴岡千鶴子 出 

２ 中村  誠 出 １１ 大久保貴章 出 

３ 大熊 陽子 出 １２ 島根 至代 出 

４ 岡庭 早苗 出 １３ 内田 和夫 出 

５ 沖  久雄 出 １４ 岡庭 𠀋夫 出 

６ 篠田 義昭 出 推進 中村 清隆 出 

７ 秋谷 直邦 出 推進 浅香 利明 出 

８ 榎本 貞夫 出 推進 恩田 英世 出 

９ 戸邉  勲 出 推進 染谷 義人 出 

 

 

５．議事日程 

  第１ 開会宣告 

  第２ 市長あいさつ 

  第３ 仮議長選出 

  第４ 会長選出 

  第５ 会長職務代理選出 

  第６ 議席の決定 

  第７ 会議録署名委員の決定 

  第８ 三郷市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について 

  第９ 各種委員等の選出及び推薦について 

   （１）埼玉県農業会議会員について 

   （２）地区世話人の選出について 

   （３）三郷市農政審議会委員の推薦について 

   （４）三郷市都市計画審議員の推薦について 

   （５）三郷市特別融資制度推進委員の推薦について 

   （６）三郷市農業再生協議会委員の推薦について 
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   （７）三郷市環境審議会委員の推薦について 

   （８）三郷市景観審議会委員の推薦について 

   （９）環境行動推進事業実行委員の推薦について 

  第１０ その他 

   （１）担当地区割について 

   （２）総会の運営方法について 

   （３）三郷農業委員会委員親睦会について 

   （４）その他 

  第１１ 閉会宣告 

 

６．農業委員会事務局職員（会議書記） 

   事務局長 羽ヶ崎 司 

   農地係長 藤島 徹 

   主  任 貝塚 昭美 

   主  査 野本 勝義 

 

７．会議の概要 

羽ヶ崎事務局

長 

 ただいまより総会を始めさせていただきたいと思います。 

 私、本日の司会を務めさせていただきます農業委員会事務局長の羽ヶ崎でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の会議は、三郷市農業委員会委員の任期満了に伴う改選後初回の総会で

ございますので、初めに会議の招集者でございます木津雅晟市長からご挨拶い

ただきたいと存じます。木津市長、よろしくお願いいたします。 

  

市長  改めまして、市長の木津でございます。 

 皆様には任命式に引き続き総会にご出席をいただきましてありがとうござい

ます。また、日頃より農業振興をはじめ市政に対しまして格別なるご支援、ご協

力を賜り、深く感謝を申し上げる次第でございます。 

 さて、今年は新型コロナウイルスにより多くの産業が打撃を受け、農業分野に

おいても予断を許さない状況が続いております。市といたしましても特別定額

給付金を市民の皆様にいち早くお届けするとともに、事業者への補助金制度を

拡充するなど、市民生活と市内産業に対する支援策を実施し、今後におきまして

も地域経済の向上に向け、さらなる対策を講じてまいります。 

 また、本市の農業施策でございますが、農作物のブランド化や新特産品の開発

への支援、広報紙による農業事業者、三郷産農作物の紹介などを通じて都市型農

業を推進するとともに、遊休農地の発生を防止するなど、農地利用の最適化を進

めてまいります。委員の皆様にはそれぞれの経験のもと農業振興並びに農業共

済にご支援賜りますようお願いを申し上げます。 

 なお、今の議席でございますが、三密ということの中で間を空けて執り行うべ

きでございますが、任命式ということでこの体制をとらせていただきました。こ
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の後、議席の関係の中で移動があるかもしれませんので、ご協力よろしくお願い

いたします。 

 なおかつ、三郷のコロナの感染者でございますが、今日現在で２６名となって

おります。１名既に昨日発表されております。そういった中で、一日、一日の中

で三郷も増えているような状況下でございますので、ひとつ皆さんも感染しな

いよう、また、家族、地域の皆様にもよろしくご指導いただくようお願いいたし

ます。 

 結びに、今後も皆様が健康で公私ともに一層充実されますことを心からご祈

念申し上げ、開会の挨拶とさせていただきます。よろしくどうぞお願いいたしま

す。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、仮議長の選出でございます。 

 本日の総会は、改選後最初の会議で、議長が空席でございます。今までは会議

の招集者である市長に仮議長を務めていただいておりました。今回も慣例によ

りまして木津市長に仮議長をお務めいただきたいと思っております。よろしい

でしょうか。 

  

 【異議なし】 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 ありがとうございます。 

 それでは、木津市長、仮議長をお願いいたします。 

  

市長  それでは、暫時の間仮議長を務めさせていただきますので、ご協力をお願いい

たします。 

 初めに、委員の皆様から自己紹介をお願いいたします。 

 自己紹介の方法でございますが、ご起立をいただき、時間の関係上、お住まい

とお名前のみでお願いいたします。 

 それでは、石井昌明委員よりお願いいたします。 

  

石井委員  茂田井に住んでおります石井昌明です。どうぞよろしくお願いします。 

  

榎本委員  三郷市前間に住んでいます榎本です。よろしくお願いいたします 

  

大久保委員  大広戸に住んでいます大久保と申します。よろしくお願いいたします。 

  

大熊委員  茂田井に住んでいます大熊と申します。よろしくお願いします。 

  

戸邉委員  半田に住んでおります戸邉と申します。よろしくお願いいたします。 
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内田委員  戸ヶ崎三丁目に住んでいます内田和夫と申します。よろしくお願いします。 

  

岡庭𠀋夫委員  鷹野一丁目の岡庭𠀋夫と申します。よろしくお願いします。 

  

篠田委員  戸ヶ崎二丁目に住んでおります篠田と申します。よろしくお願いいたします。 

  

鶴岡委員  高州二丁目に住んでおります鶴岡千鶴子と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

  

秋谷委員  番匠免に住んでおります秋谷直邦です。よろしくお願いいたします。 

  

沖委員  私、彦倉に住んでおります沖久雄と申します。よろしくお願いいたします。 

  

島根委員  島根至代です。花和田に住んでいます。よろしくお願いいたします。 

  

中村委員  彦糸一丁目に住んでおります中村です。よろしくお願いします。 

  

岡庭早苗委員  鷹野一丁目に住んでおります岡庭早苗と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

  

市長  ありがとうございました。 

 続きまして、次第４、会長選出についてでございますが、農業委員会等に関す

る法律第５条第２項の規定により委員が互選することになっております。 

 互選の方法につきましては、選挙によりたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

  

 【異議なし】 

  

市長  ご異議なしという声がありました。 

 ご異議なしと認め、よって、会長の選出方法は選挙によることに決定いたしま

した。 

 選挙の方法につきまして、事務局から説明をいたさせます。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 選挙の方法につきましてご説明いたします。 

 会長に立候補される委員は、ただいまから１０時１９分まで、第一委員会室に

おいて受付を行います。木津市長にお申し出ください。 

 木津市長におかれましては恐縮でございますが、第一委員会室へのご移動を

お願いしたいと思います。 

  

市長  それでは、暫時休憩といたします。 



5 

 １０時２５分から再開いたします。 

  

 【暫時休憩】 

  

市長  それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 会長に立候補されたのは岡庭𠀋夫委員お一人でございます。 

 よって、岡庭𠀋夫委員が無投票で会長に当選されました。 

 ただいま会長に当選されました岡庭𠀋夫委員が会場におられますので、本席

から告知をいたします。 

 この際、岡庭𠀋夫委員より会長当選の挨拶をいただきたいと思います。 

 岡庭𠀋夫委員、お願いいたします。 

  

岡庭会長  このたびは会長職ということで皆様のご承認をいただきまして、ありがとう

ございます。 

 私も農業に就業して今年で４８年目となりますが、まだ農政関係、いろいろな

問題点があろうかと思います。この農業委員会を通じましていろいろな面で適

正に進めていきたいと考えております。 

 また、農業委員会というのは農地法の転用の問題がございまして、３条、４条、

５条、埼玉県内でも年間３，５００件ほど申請が出ております。当三郷市におき

ましても３年間で３３９件という数字の中で、平均しますと埼玉県の約１．５倍

の申請が出ております。非常に活発な地域でございます。そういった中で農家の

皆さんの生活を守ること、また、農地を守ること、そういったもろもろのことを

適正に判断して転用に承認という形で進めていければいいのかなと考えてござ

います。 

 今後とも委員の皆様のご協力、ご指導のもと農業委員会活動を進めていきた

いと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上で挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

  

市長  ありがとうございました。 

 会長が決定いたしましたので、仮議長の役を下ろさせていただきます。 

 皆様のご協力に感謝申し上げますとともに、岡庭会長を中心とする三郷市農

業委員会のますますのご発展と皆々様のご活躍をお祈り申し上げます。 

 ありがとうございました。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 ありがとうございました。 

 木津市長におかれましては、この後の公務の都合上ここで退席となります。 

  

 【市長退席】 

  

羽ヶ崎事務局  それでは、岡庭会長、議長席へ移動をお願いいたします。 
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長  

  

羽ヶ崎事務局

長 

 それでは、再開いたします。 

 会議の議長は、三郷市農業委員会会議規則第４条の規程によりまして、会長が

議長となります。 

 岡庭会長、よろしくお願いいたします。 

  

議長  それでは、次第に従いまして進めてまいりたいと思います。 

 続きまして、次第５、会長職務代理の選出でございますが、農業委員会等に関

する法律第５条第５項の規定により、委員が互選することになっております。 

 互選の方法につきましては選挙によりたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  

 【異議なし】 

  

議長  異議なしと認めます。 

 よって、会長職務代理の選出方法は選挙によることと決定いたしました。 

 選挙の方法につきましては、事務局から説明をお願いいたします。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 選挙の方法につきましてご説明いたします。 

 会長職務代理に立候補される委員は、ただいまから１０時３５分まで、隣の部

屋の第一委員会室で受付を行いますので、岡庭会長までお申出をください。 

 岡庭会長にはご恐縮でございますが、ご移動をお願いいたしたいと存じます。 

  

議長  ここで暫時休憩といたします。 

 再開時間は１０時４０分といたします。 

  

 【暫時休憩】 

  

議長  それでは、会議を再開いたします。 

 会長職務代理に立候補されたのは戸邉勲委員お一人でございます。 

 よって、戸邉勲委員が無投票で会長職務代理に当選されました。 

 ただいま会長職務代理に当選されました戸邉勲委員が会場におられますので、

本席から告知をいたします。 

 この際、戸邉勲委員より、会長職務代理当選のご挨拶をいただきたいと思いま

す。 

 それでは、戸邉勲委員、よろしくお願いいたします。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 戸邉でございます。会長職務代理を務めさせていただきます。微力ではござい

ますが、会長の手助けができればと思っております。 

 皆さん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した。 

 それでは、戸邉委員、前の席のほうへ移動をお願いいたします。 

  

議長  それでは、再開いたします。 

 次第６、議席の決定でございますが、三郷市農業委員会会議規則第７条の規定

によりまして、くじで決めることといたします。 

 くじの方法ですが、２回くじを引いていただきます。初めに現在の仮議席順に

くじを引く順序をくじで決めさせていただきます。 

 続きまして、その順序に基づいて議席のくじを引いていただき、議席を決定す

ることにご異議ございませんか。 

  

 【異議なし】 

  

議長  異議なしと認めます。 

 これより事務局職員が、１番議席委員より各委員の席を回りますので、自席に

てくじを引いてくださるようお願いいたします。 

 それでは、事務局お願いいたします。 

  

 【事務局で席順にくじ対応及び記録】 

  

議長  続きまして、ただいま引いたくじの順番にて、事務局が委員の席を回りますの

で、再度くじを引いてください。 

  

 【事務局で議席を決めるくじ対応及び記録】 

  

議長  それでは、くじの結果による議席について、事務局に報告をお願いいたしま

す。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 くじの結果によります議席番号につきまして報告いたします。 

 議席番号１番、石井昌明委員、２番、中村誠委員、３番、大熊陽子委員、４番、

岡庭早苗委員、５番、沖久雄委員、６番、篠田義昭委員、７番、秋谷直邦委員、

８番、榎本貞夫委員、９番、戸邉勲委員、１０番、鶴岡千鶴子委員、１１番、大

久保貴章委員、１２番、島根至代委員、１３番、内田和夫委員、１４番、岡庭𠀋

夫委員。 

 以上でございます。 

  

議長  ありがとうございました。 

 それでは、この後席替えをしますので、暫時休憩といたします。 

 なお、時間的に密にならないように、１番の方は前、２番、偶数の方は後ろの
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席、３番、奇数の方は前という形で移動します。おおむね１０分程度休憩いたし

ます。 

  

 【暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開いたします。 

 続きまして、次第７、議事録署名委員の決定をいたします。 

 三郷市農業委員会会議規則第１３条第２項の規定によりまして、議長が委員

会において署名委員を２名以上定めることになっております。 

 慣例で、議席順にお願いをしておりますので、今回は１番、石井委員、２番、

中村委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

  

議長  それでは、続きまして、次第８、三郷市農業委員会農地利用最適化推進委員の

委嘱についてを上程いたします。 

 事務局に説明をお願いいたします。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 それでは、説明いたします。 

 次第８の資料をご覧ください。 

 今回、農地利用最適化推進委員に、記載のとおり４人を委嘱することについて

承認を求めるものです。 

 経緯を説明いたしますが、平成２８年の法律改正により、「農地利用の最適化

の推進」という業務が、農業委員会の重点業務として位置づけられました。 

 農地利用の最適化の推進とは、農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・

解消、新規参入の促進の３点が掲げられておりますが、その取組みに際し、主に

現場活動を行うのが農地利用最適化推進委員となります。 

 この推進委員の定数は、平成２９年の改選時に条例で４人と定めました。法律

で農地面積１００ｈａにつき１人の割合で委嘱することができ、三郷市は農地

面積４１１ｈａであることから５人まで委嘱することができますが、農地面積

が年々減少していることなどを鑑み４人といたしました。令和２年度において

は３９１ｈａとなっておりますので、法定上限数は４人となっており、定数につ

きましてはそのまま４名といたします。 

 推進委員の委嘱に当たっては、推薦・公募の手続を行った上で、農業委員会が

委嘱することとされております。そのため、農業委員と同様に、３月より推薦・

公募期間を設けて募集を行い、その後、農業委員会内に選考委員会を設けまして

審議を行った結果、お手元の資料のとおり、４人の候補者が推進委員として望ま

しいとの結論に至ったため、本日の総会でご承認いただき、本日から推進委員と

して委嘱し、農業委員と連携して活動していく体制を整えようとするものでご

ざいます。 

 以上で説明を終わります。 
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議長  ありがとうございました。 

 ただいま説明が終わりました。 

 なお、農地利用最適化推進委員については、新体制における農業委員会によっ

て委嘱する制度となっておりますが、新体制発足と同時に委嘱するため、先月６

月２５日の総会後に事前に選考委員会を開催し、審議しております。その結果に

ついて、選考委員会委員長でございます、私、岡庭𠀋夫より報告をさせていただ

きます。 

 先般の選考委員会におきまして、新しい４名の推進委員、適正であるというこ

とで全員賛成の承認を得ております。 

 以上でございます。 

  

議長  ただいま報告が終わりました。これにつきましてご質問がございましたら挙

手にてお願いしたいと思います。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決を行います。 

 三郷市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱について、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。よって、三郷市農業委員会農地利用最適化

推進委員の委嘱については原案のとおり承認をされました。 

  

議長  ここで暫時休憩をいたします。 

 この間に農地利用最適化推進委員委嘱式を行います。準備をいたしますので、

委員の皆様はそのままお待ちください。 

  

 【暫時休憩】 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 準備が整いましたので、ただいま承認されました４名の農地利用最適化推進

委員に入室をいただきます。 

  

 【推進委員 入室・着席】 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 これより農地利用最適化推進委員の委嘱式を行います。 

 委嘱書の交付を行いますので、お名前をお呼びいたしましたら、ご起立をお願
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いいたします。 

 では、会長、よろしくお願いいたします。 

 初めに、中村清隆委員。 

  

会長  委嘱書。中村清隆様。 

 三郷市農業委員会農地利用最適化推進委員に委嘱します。 

 担当区域、早稲田地区。期間、令和２年７月２０日から令和５年７月１９日ま

で。 

 令和２年７月２０日、三郷市農業委員会。 

 よろしくお願いします。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 続きまして、浅香利明委員。 

 

  

会長  委嘱書。浅香利明様。 

 以下同文でございます。 

 よろしくお願いします。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 続きまして、恩田英世様。 

 

  

会長  委嘱書。恩田英世様。 

 以下同文でございます。 

 よろしくお願いします。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 続きまして、染谷義人様。 

 

  

会長  委嘱書。染谷義人様。 

 以下同文でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 ありがとうございました。 

 会長、席にお戻りくださいませ。 

 ここで、岡庭会長より、農地利用最適化推進委員の委嘱に当たり、農業委員へ

の紹介とご挨拶をお願いいたします。 

  

議長  ただいま農業委員会を代表しまして、私から、農地利用最適化推進委員４名の

皆様へ委嘱書をお渡しいたしました。 

 農地利用最適化推進委員の皆様には、制度として、農業委員会の会議での議決
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権はないものの、総会でその活動についての報告を求めるほか、担当区域におけ

る農地利用の最適化の推進のための意見を述べることができるなど、法律で定

められております。 

 これらをもとに、主に現場活動を担う推進委員４名と農業委員１４名は常に

連携して、委員会全体として農地利用の最適化に取り組むことが求められてお

ります。農業委員会が一丸となって活動を進めていきたいと考えますので、皆様

のご協力をお願いし、ご挨拶とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 ありがとうございました。 

 以上で農地利用最適化推進委員の委嘱式を終了いたします。 

  

議長  それでは、次第の９番に入ります。各種委員等の選出及び推薦についてを議題

とさせていただきます。 

 まず、（１）埼玉県農業会議会員についてでございますが、一般社団法人埼玉

県農業会議定款第６条第４項第１号の規定により、県内の市町村に置かれる農

業委員会の会長または当該農業委員会が指名した委員が会員になるとされてお

ります。 

 県内各市町村の状況を見ますと、会長が農業委員会を代表して埼玉県農業会

議の会員となっておりますので、私、岡庭𠀋夫が代表して会員となることについ

てご了承いただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 

  

 【異議なし】 

  

議長  異議なしと認めます。 

 それでは、一般社団法人埼玉県農業会議会員につきましては、私、岡庭𠀋夫が

就任することが承認されました。ありがとうございました。 

  

議長  続きまして、議事（２）地区世話人の選出についてから議事（９）の環境行動

推進事業実行委員の推薦についてまで関連がございますので、一括して審議を

いたします。 

 詳細につきましては事務局より説明をお願いいたします。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 それでは、各種委員等の選出及び推薦についてご説明をさせていただきます。 

 配付資料は各種委員等の選出及び推薦についての概要及びＡ４横版の一覧表

になっております、各種委員の選出及び推薦につきましてを用意いたしました。

横型の表をご覧いただきながらご説明をさせていただきたいと存じます。 

 （１）の埼玉県農業会議会員につきましては、会長充て職ということで、先ほ

どご承認いただきましたとおり、岡庭会長が就任されます。 

 （２）の地区世話人でございますが、委員会の連絡調整を行っていただく役割
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でございますので、各地区から１名ずつ、及び推進委員から代表者を１名選出を

お願いします。 

 （３）以降につきましては、市の各部署で所管する審議会などですが、農業委

員から選出をお願いしたいというご依頼があるものでございます。 

 審議会は、市政の運営に当たり、関係団体、学識経験者、市民などから意見を

聞く場として設けられているものです。会議の回数につきましてはそれぞれ年

１回から４回程度でございます。 

 なお、各種委員等の任期はそれぞれではございますが、基本的には農業委員と

なられました今期３年にわたり、それぞれの委員を務めていただくことが慣例

となってございます。 

 具体的な選出方法でございますが、（３）の農政審議会は、農政に関する必要

な事項を調査及び審議する会であり、２名、（４）の都市計画審議会は、都市計

画に関する事項を調査審議する会であり、１名を選出いたします。 

 なお、（３）と（４）の審議会を合わせて３名となりますことから、各地区か

ら１名ずつとなるようお願いしたいと存じます。 

 （５）の特別融資制度推進会議でございますが、こちらは農業関係の資金が適

正かつ円滑な融資・保証審査等の運営のための会議であり、３名の選出依頼があ

りますので、各地区から１名ずつの選出をお願いいたします。 

 （６）の農業再生協議会でございます。経営所得安定対策の推進により地域農

業の振興を目的とする会議であり、３名の選出依頼がありますので、各地区から

１名ずつの選出をお願いいたします。 

 （７）の環境審議会ですが、慣例として会長職務代理が就任されております。 

 （８）の景観審議会でございますが、担当部署からの要請として、農業委員会

の会長の就任を求められております。 

（９）の環境行動推進事業実行委員会（旧緑のカーテン運営協議会）でございま

すが、１名の選出で、年度ごとに交代する慣例となっており、今年度は東和地区

からということで、４月の総会で篠田委員にお引受けいただいております。引き

続き篠田委員にしていただければありがたいと思っております。 

 資料１のその他をご覧くださいませ。 

 ３番と４番につきましては、市全体の審議会委員選任について、各界・各層か

ら幅広く選任すること、新たな選任の場合は６５歳以下、再任の場合は７５歳以

下などの方針がございます。１人の方が複数の審議会委員にならずに、幅広く人

材を求めるという趣旨でございますので、選出の際にはご配慮いただきますよ

うお願いいたします。 

 以上で説明を終わります。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議事（２）から議事（９）まで、各種委員等の選出及び推薦について

説明がございました。 

 補足として説明をさせていただきます。 
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 （３）の農政審議会の委員２名と（４）の都市計画審議会の委員１名について

は、事務局からの説明どおりでございますが、農業委員会としてはこの委員につ

いては従来１期ずつ持ち回りで担当してございます。今期につきましては、農政

審議会は東和地区及び早稲田地区から１名ずつ、都市計画審議会につきまして

は、彦成地区から１名の選出をお願いしたいと考えます。 

 また、岡庭早苗委員につきましては、農業委員の任命要件において、「農業委

員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者」、いわゆる中立委員とし

て任命されていることから、各種委員等は割り振らないこととしたいと考えま

す。 

 これにご異議ございませんか。 

  

 【異議なし】 

  

議長  ありがとうございます。ご異議なしと認めます。 

 それでは、議事（２）から議事（９）まで、各地区ごとに分かれて協議するこ

とといたします。その間暫時休憩といたします。 

 なお、推進委員の皆さんには連絡調整や親睦会の役員になっていただく代表

者１名の選出をお願いいたします。 

 再開時間は事務局から連絡させていただきます。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 それでは、早稲田地区におかれましては、隣の第一委員会室へご移動をお願い

します。東和地区は当部屋の前方、彦成地区は当部屋の後方でご利用いただき、

（２）から（９）までの委員の選出をお願いしたいと存じます。 

 再開時間は１１時３０分を目安としたいと存じますが、こちらのほうは皆様

の進行状況により前後させていただきます。 

 再開後の会議におきましては、世話人から各地区の候補者についてそれぞれ

お名前のご報告をお願いします。 

 なお、推進委員さんにつきましては、当部屋の中央を利用していただき協議を

お願いしたいと思います。推進委員の代表者の報告は後ほど、その他の項目の中

で報告をお願いします。 

 それでは、各地区の協議をお願いいたします。 

  

 【暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開いたします。 

 議事（２）から議事（９）まで地区ごとに報告をお願いいたします。 

 なお、報告は早稲田地区、東和地区、彦成地区の順番で、今期の新しい世話人

さんからお願いいたします。 

 それでは、まず早稲田地区の世話人になった方から報告をお願いしたいと思

います。 
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 大久保委員から。 

  

大久保委員  世話人に私、大久保がなりました。よろしくお願いいたします。 

 それでは、（３）の三郷市農政審議会委員に早稲田地区からは石井昌明さん、

（５）の三郷市特別融資制度推進会議委員に大熊陽子さん、（６）の三郷市農業

再生協議会委員に榎本委員、（７）の三郷市環境審議会委員に戸邉代理。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 続きまして、東和地区、新しく世話人になった方から報告をお願いいたしま

す。 

  

篠田委員  東和地区の地区世話人になりました篠田です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、（２）が東和地区、篠田義昭、（３）三郷市農政審議会委員、鶴岡

委員、（５）三郷市特別融資制度推進会議委員、岡庭会長、（６）三郷市農業再

生協議会委員、内田委員、（８）三郷市景観審議会委員、岡庭会長、（９）環境

行動推進事業実行委員、私篠田です。 

 よろしくお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 続きまして、彦成地区の新しく世話人になった方からお願いします。 

  

島根委員  世話人、島根です。よろしくお願いいたします。 

 三郷市都市計画審議員が中村誠さん、三郷市特別融資制度推進委員は秋谷直

邦さん、三郷市農業再生協議会委員に沖久雄さん。 

 以上です。よろしくお願いします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 それでは、一括して承認を求めたいと思います。議事（２）から議事（９）ま

で、ただいま発表のあったとおり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。 

 全員賛成でございます。よって、議事（２）から議事（９）までについて、各

地区世話人からの報告のとおり承認をされました。 

 事務局には次回総会の際に、ただいま承認されました内容での名簿の作成・配

布をお願いいたします。 

  

議長  続きまして、（１０）その他の担当区域割について、事務局から説明をお願い
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いたします。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 それでは、担当地域割についてご説明いたします。 

 資料２の担当地域割（案）及び担当区域図（案）をご覧ください。 

 初めに、農業委員の担当区域についてでございます。 

 今回、農業委員の皆様におかれましては、各地域の農家組合から推薦を受けて

任命されておりますが、それぞれの委員が推薦された地域は従来の農業委員の

担当地域をベースにしたものとなっております。そのため推薦を受けた地域で

活動していただくよう担当地域を想定して作成してございます。 

 なお、岡庭早苗委員には中立委員であることから、担当区域を持たずに、岡庭

早苗委員以外の１３名の委員さんで市内の区域を担当するという考え方でござ

います。 

 次に、推進委員の担当区域についてです。 

 推進委員につきましては、あらかじめ担当区域を早稲田２人、東和１人、彦成

１人と定めて、各地区から推薦をされているところでございます。担当地区は既

に決まっておりますが、早稲田地区につきましては２人の担当区域を明確にす

る必要がございます。 

 早稲田地区につきましては、ＪＲ武蔵野線沿いの道路を点線で区切っており

ますが、ここを境として、中村推進委員と浅香推進委員の担当区域割とするもの

でございます。 

 以上で説明を終わりにします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 それでは、ただいま担当区域割につきまして報告がございました。これにつき

ましてご質問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  質疑を打ち切ります。 

 ただいまの担当区域割について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。 

 全員賛成でございます。よって、担当区域割につきましては原案のとおり承認

されました。 

 （案）のほうの削除をお願いいたします。 

  

議長  続きまして、総会の運営方法について、事務局より説明を願います。 
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羽ヶ崎事務局

長 

 それでは、総会の運営方法についてご説明いたします。 

 本日は時間も限られておりますので、ポイントを絞っての説明とさせていた

だきます。 

 お手元にお配りしました資料３をご覧ください。 

 まずは基本的な農地転用の流れを押さえていただきたいと存じます。 

 毎月１０日が申請日となっており、ここがスタートとなります。 

 ２５日の総会で審議するため、約２週間の中で申請内容の確認、担当委員によ

る調査、内容調査会を行い、総会に臨みます。 

 総会で許可相当となりましたら、許可権者である春日部農林振興センターへ

書類を送付し、振興センター内での審査を終えて、翌月の１４日に許可となると

いうのが標準的な流れでございます。 

 次の資料、令和２年の会議予定表をご覧ください。 

 毎月２５日の総会には、委員皆様出席していただきますが、総会の２日前に内

容調査会を実施いたします。 

 内容調査会は、申請された案件のうち必要があるものについて、現場確認及び

申請者から直接説明を聞く機会を設け、申請内容の把握に努めます。 

 内容調査会への出席は、会長、代理、地区担当委員、中立委員としております。 

 なお、今年度は国政調査が実施されており、農業委員会室を本部として対応し

ているため、全員協議会室を主に利用する形となっております。 

 次に、資料４でございます。 

 総会当日の全般的な流れを順を追ってお示ししたものですので、後ほどお目

通しをお願いします。 

 次に、資料５でございます。 

 総会で審議する主なものを整理したものとなります。 

 農地法の条文の番号で今後もお話をしていきますが、３条、４条、５条と説明

したときには、大ざっぱでございますが、ここに記載された内容のことでありま

す。併せて、その案件に対して誰が地区担当委員になるのか、許可権者は誰かを

まとめました。 

 裏面にはその他としてまとめてございますが、こちらも総会に諮る内容であ

り、誰が担当委員になるかなどをまとめてありますので、後ほどお目通しを願い

ます。 

 資料６につきましては、申請案件について担当委員となったときに行ってほ

しいことをまとめてあります。こちらも後ほどお目通しをお願いします。 

 以上、総会の運営方法について、その概略を説明させていただきましたが、今

後の研修会等でより具体的な説明が順次ございます。理解を深めていただくと

ともに、事務局としても関係がありましたら、その都度補佐させていただきます

ので、お申しつけいただければと思います。 

 以上でございます。 

  

議長  ありがとうございます。 



17 

 ただいま事務局から説明がございました。ご質問等ございましたら、挙手にて

お願いしたいと思います。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  ないようでございますので、今後はこれらの方法、進め方により農業委員会の

運営を行ってまいります。 

 今回初めて農業委員になった方については、自分が担当した議案についてど

のように考えるか、資料として渡された図面をどのように読むか等のアドバイ

スや指導に関しては、先ほど決まりました各地区の世話人さんにお願いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 また、既に事務局から来週２７日に開催されます農業委員会総会の議案書が

お手元に配付され、担当する委員については明日午後の内容調査会に出席をお

願いするところでございますが、今回新しく農業委員になられた方には農業委

員としての業務に慣れていただく趣旨で、内容調査会に出席していただくこと

を考えております。ただし、今月につきましては、新しい農業委員さん、秋谷委

員と沖委員が既に内容調査会へ案件が出ておりますので、お二方はそのまま明

日参加していただくということで、そのほかの石井委員と大熊委員につきまし

ては来月か再来月、研修という形で内容調査会に参加をお願いしたいと思いま

す。 

 明日の服装につきましては、５月１日から１０月末まで三郷市はクールビズ

を行っている関係で、ノーネクタイ、ノー上着という形で参加をお願いしたいと

思います。 

 ただ、２７日だけは写真撮影のためにネクタイ、上着着用でお願いしたいと思

います。写真を撮りましたら、ネクタイを外しても結構でございますので、一応

２７日だけはネクタイ、上着着用でお願いしたいと思います。 

 また、岡庭早苗委員には中立委員として任命された趣旨を踏まえ、内容調査会

には毎回出席をしていただき、中立の立場で議案等を含めた全体を見ていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして、三郷市農業委員会委員親睦会についてを事務局より説

明願います。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 農業委員会親睦会につきましてご説明いたします。 

 資料７をお願いいたします。 

 親睦会の目的につきましては、第１条にあるとおり、委員・推進委員の親睦及

び互助共済を図ることを目的とさせていただいております。 

 役員につきましては、第３条１項及び２項にあるとおり、会長、職務代理、世

話人、及び推進委員の代表者の６名で構成いたします。 

 親睦会の事業ですが、第５条にあるとおり、慶弔、懇親会、視察研修などを行

います。具体的には、懇親会については、新年会、暑気払い、職員送別会、視察



18 

研修については、毎年の県外視察研修及び日帰り研修、任期最後の年に行う自主

研修でございます。 

 経費につきましては、第６条にあるとおり、年額１２万円としております。 

 併せて、慶弔内規も定めておりますので、説明は省略いたしますが、添付いた

しました。 

 以上で説明を終わります。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま事務局から説明がございました。農業委員と推進委員の全委員によ

る親睦会とする内容となっております。 

 補足をさせていただきますが、規約案にありますとおり、親睦会の幹事長に私

岡庭がなりまして、また、幹事長代理には戸邉会長職務代理となります。そのほ

か幹事、会計、監査につきましては世話人及び推進委員の代表者の互選により選

出することとなっております。 

 ここで、推進委員の代表者に選出されました方の報告を、なった方から報告を

お願いしたいと思います。 

  

恩田委員  このたび推進委員の代表となりました恩田です。よろしくお願いします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 それでは、親睦会の役員の候補者が出そろいましたので、本日の総会終了後、

役員会を開催して、幹事、会計、監査を選出したいと思います。その結果につき

ましては２７日の総会でご報告する運びとなります。 

 それでは、親睦会規約についてご質問がございましたら、挙手にてお願いした

いと思います。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  ないようですので、親睦会規約について、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。 

 全員賛成でございます。よって、三郷市農業委員会親睦会規約は原案のとおり

承認されました。 

  

議長  その他について、事務局から説明願います。 
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羽ヶ崎事務局

長 

 その他についてご説明をいたします。 

 まず、事務局職員の紹介です。事務局全員、前へ来てください。 

 コロナですけれども、マスクを外させてもらって、顔を見ていただければと思

います。 

 順番が最後になって申し訳ございません。農地係長の藤島と申します。 

  

藤島係長  藤島です。よろしくお願いします。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 農地係主査、野本です。 

 

  

野本主査  野本です。よろしくお願いいたします。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 農地係主任、貝塚です。 

 

  

貝塚主任  貝塚です。よろしくどうぞお願いいたします。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 最後に、私、事務局長、羽ヶ崎です。 

 事務局はこの４人の体制となっております。皆様の業務がスムーズにいくよ

うご支援してまいりますので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 続きまして、事務連絡を幾つかさせていただきたいと存じます。 

 まず、２７日の予定でございます。別紙連絡をご覧ください。 

 スケジュールですが、この日は１日がかりとなります。よろしくお願いいたし

ます。 

 集合時間は９時となってございます。この全員協議会室へお集まりください。 

 まず、委員さん皆さんの個々の写真撮影を行います。これは来月発行する農業

委員会だよりに載せる写真に使うほか、農業委員会手帳（身分証）用にも使用し

ますので、男性の方は上着、ネクタイ、委員バッジ、女性の方はそれに準ずる形

でお願いできればと思います。 

 写真撮影が終わりましたら、クールビズ期間中ですので、上着、ネクタイは外

していただいて構いません。 

 その後９時半から研修会として１時間ずつの２コマを実施いたします。農地

法に関すること、それから、農業委員会制度に関すること、春日部農林振興セン

ター及び県農業会議からそれぞれ講師を招いております。 

 昼食を挟み、１時半から通常の総会を開催いたします。 

 総会終了後に今までですと懇親会がありましたが、今回は新型コロナ感染予

防の観点から中止とさせていただきました。ご了承ください。 

 次に、委員報酬でございますが、農業委員・推進委員には、条例で定められた
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報酬と費用弁償が支給されます。報酬は、月額でそれぞれ記載のとおりでござい

ます。費用弁償につきましては、本日のような会議出席や研修会等への出張に対

する費用負担でありまして、１日当たり２，４００円が支給されます。 

 なお、支給方法につきましては口座振込でお願いしております。新任委員さん

におかれましては、別の封筒に入れて用意させていただいている金融機関口座

振替依頼書の様式にてお知らせくださるようお願いいたします。 

 次に、配布物でございます。 

 １つ目、農業委員・推進委員バッジを新任委員さんに配布させていただきまし

た。男性はねじ止め式、女性はピン止め式となっております。 

 ２つ目、これも新任委員のみですが、農業委員会手帳を配布いたしました。な

お、中に写真つきの身分証明台紙を入れるようになっておりますが、次回撮影し

た写真で台紙を作成してお配りさせていただく予定でございます。 

 ３つ目、テキスト類です。研修テキスト①②③、令和版活動マニュアル、農業

年金者マニュアル、それと制度のご案内です。こちらは全員にお配りしておりま

す。 

 それとお願いでございます。新任委員さんのみですが、伝票や各種提出書類に

押印の必要があるときに事務局で使わせていただきますので、任期中、認め印を

お預かりさせていただければと思います。来週の総会の際にお渡しいただける

と助かります。 

 次に、名刺です。名刺を作成いたします。８月の総会時にお渡しを予定してお

りますので、しばしお待ちくださいませ。 

 次に、全国農業新聞でございます。全国農業会議所が毎週金曜日に発行する全

国農業新聞を、市の予算にて購読料を支出して、委員さんの皆様のご自宅にお届

けしております。新任委員さんにつきましては８月分からとなりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 最後でございます。農家組合長名簿でございます。今年度の農家組合長名簿を

配布しております。委員・推進委員としての活動の中でご活用いただくものです

が、個人情報保護の観点から、取扱いについては十分注意していただければと思

います。 

 それと追加で、都市計画図をお配りさせていただいています。先般の北部地区

の区画整理のところの市街化編入を受けまして、都市計画図が、月曜日の夕方変

更になりまして、急遽それに手入れさせていただきました。こちらの都市計画図

を順次参考としていただければと思います。 

 以上でございます。 

  

議長  ありがとうございます。 

 それでは、１点、お願い漏れがございました。 

 推進委員の新任の染谷委員、来月以降、内容調査会におきまして参加をお願い

したいと思います。研修という形でお願いしたいと思いますので、よろしくお願

いします。 
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 以上で本日の会議の議題は全て終了となります。 

 それでは、閉会の言葉を会長職務代理、戸邉委員からお願いいたします。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 本日は皆様お疲れさまでございました。これから３年間、楽しんでやっていき

たいと思います。皆さんよろしくお願いします。 

 本日はお疲れさまでした。 

  

 


