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令和２年第９回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 令和２年８月２５日（火） 午後１時３０分から３時３０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 秋谷 直邦 出 

２ 大熊 陽子 出 １１ 内田 和夫 出 

３ 島根 至代 出 １２ 岡庭 𠀋夫 出 

４ 鶴岡千鶴子 出 １３ 篠田 義昭 出 

５ 戸邉  勲 出 １４ 沖  久雄 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 染谷 義人 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 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 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５条第１項第１号の規定に基づく届出について 

     報告第 ４号 農地法第４条第１項第８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７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５条の規定による許可申請について意見を求める件 

  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 
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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 

    

 

７．会議の概要 

戸邉 

会長職務代理 

 委員の皆様、こんにちは。 

 ただいまから令和２年８月農業委員会総会の開催に当たりまして、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） 
 （開会の宣言及び開会の挨拶）  

  

議長  それでは、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。 

 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。 

 ５番 沖久雄委員、６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。 

  

藤島係長 （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、お目通しをいただきまして、何かございましたら後

ほど事務局までお願いをいたします。 

  

議長  それでは、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番について、事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

藤島係長  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」、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、権

利種類「贈与」、土地の表示「彦音２丁目〇〇番」、地目「田」、地積「○○平

米」、理由「家庭内贈与」、経営面積〇〇平米。 
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 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。 

 この案件は中村誠委員の担当でございます。中村委員、内容説明をお願いいた

します。 

  

中村 誠委員  では、ただいまより第１号１番の説明に入らせていただきます。 

 譲渡人、譲受人の住所、氏名、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。 

 (以降、申請地、経営状況、従事日数、農機具の保有状況について説明)  

 これにて問題ないと思いますが、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１号１番について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。原案のとおり承認をいたします。 

  

 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号に係る申請地のビデオ上映】 

  

議長  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はございませんので、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。 
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藤島係長  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

利種類「売買」、土地の表示「彦成５丁目〇〇番」、地目「田」、地積「○○平

米」、施設概要「住宅用地」。 

 申請地の農地区分は、市街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。 

 この案件は大久保委員の担当でございます。大久保委員に内容説明をお願いい

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番について説明を申し上げます。 

 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、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、現地につきまし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）  

利用計画についてご説明申し上げます。建築面積は〇〇平米、延べ床面積は〇

〇平米、木造２階建て、専用住宅１棟の建設でございます。駐車スペース２台、

駐輪場、物干し場、子供の遊び場スペースを確保する計画となっております。 

 被害防除ですが、東側は既設板柵土留め、西側は隣地既設コンクリートブロッ

ク４段積み、プラス格子フェンス８０ｃｍ、南側は隣地既設コンクリートブロッ

ク１段積み、プラスネットフェンス高さ１８０ｃｍ、北側は特にありません。汚

水は合併浄化槽５人槽で処理後、北側の側溝へ排水し、雨水は雨水浸透ますから

オーバーフロー分は北側側溝へ排水する計画です。 

 隣地の同意はございます。 

 ここで理由書が提出されておりますので、代読させていただきます。 

 （理由書朗読） 

 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） 

 農地区分は第２種農地です。 

 都市計画法３４条１２号許可同時申請、申請者の六親等内の父が吉川市大字土

場に２０年以上在住とのことです。 

 これで説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第２号１番について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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 内田委員。 

  

内田委員 （挙手により質問） 

 大久保委員の説明の中にブロック１段積みのフェンス１８０ｃｍというふう

にあったのですが、間違いないですか、フェンスの高さ。 

  

大久保委員  南側ですね。南側はコンクリートブロック１段積みの上にネットフェンス１８

０ｃｍ、緑色の、ビデオでも映っております。 

  

内田委員  はい、分かりました。 

  

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

て県知事へ送付をいたします。 

  

 １番 住宅用地  （全員賛成） 

  

議長  それでは、続きまして、６番のその他に移らせていただきます。 

 まず、審議会、協議会の報告につきましてございましたら、挙手にてお願いし

たいと思います。 

 鶴岡委員。 

  

鶴岡委員 ① 三郷市農政審議会 令和２年８月４日 

 以上です。 

  

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】 
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議長  それでは、私のほうから２点、報告させていただきます。 

① 第３回三郷市公園運営委員会 令和２年８月４日  

② 令和２年度第１回三郷市景観審議会 令和２年８月２０日 

  

議長  審議会、協議会でございますか。 

  

 【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  

いします。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

① 身分証明書（農業委員会手帳用）及び名刺の配布 

② 農業委員会だより 

③ 農地利用最適化活動活性化研修会中止について 

④ 農業年金加入推進特別研修中止について 

⑤ 四市町農政研究会合同研修会中止について 

 事務局からは以上でございます。 

  

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事務局からお願いしま

す。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

① 菊花展総会・菊花展運営委員会 

② 活き活き農業体験講座 

③ 緑の学校ファーム稲刈り体験 

④ 第４４回三郷市農業祭 

 以上でございます。 

  

議長  ありがとうございます。 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。 

 すぐ、みどり公園課からの説明に移らせていただきますので、しばらくお待ち

いただくようお願いします。 

  

 【 ５ 分暫時休憩】 

  

みどり公園課

川端副参事 

 （三郷市生産緑地地区の区域の規模に関する条件の改正について説明） 

 説明は以上でございますが、面積要件を３００平米に変更する指定要件の緩和

につきまして、ご意見を賜りますようよろしくお願いいたします。 

  

議長  ただいまみどり公園課のほうから説明が終わりました。これにつきましてご意
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見がありましたら、ひとつ挙手にてお願いしたいと思います。 

  

  

みどり公園課

川端副参事 

 ちなみに三郷市以外ですが、草加市は既に３００平米ということで条例を制定

してございます。また、近隣では八潮市も制定してございます。あと越谷市も制

定してございます。吉川市につきましては、市街化区域内に小さな農地がまだ少

ないというのもあって、今検討中ということで聞いてございます。 

 三郷市が今回条例を制定すると、ほぼこの近隣では全ての市が制定されるよう

になっていると思います。 

  

議長  ご意見があれば、意見としてはどうでしょうか。 

  

 （賛成意見多数） 

  

議長  三郷市生産緑地地区の区域の規模に関する条件の改正について当委員会とし

ては賛成であるということでよろしいですね。 

  

 【全員賛成】 

  

みどり公園課  ありがとうございました。 

  

議長  ご協力ありがとうございました。 

 それでは、以上で今月の総会を閉会となります。閉会後に役員会を開きますの

で、職務代理、地区世話人、推進委員代表の恩田さん、残っていただくようお願

いしまして、閉会とさせていただきます。 

 閉会に当たりまして、戸邉代理より閉会のご挨拶をお願いいたします。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 皆様お疲れさまでした。今月の総会では、農地法第３条で１件が承認、農地法

第５条で１件が許可相当となりました。審議の内容を確認するとともに、円滑な

る総会運営にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

 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。 

 


