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平成２８年第５回三郷市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成２８年５月２５日（水） 午後１時３０分から午後２時４０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 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条第１項第１号の規定に基づく届出について 

           （公共事業に伴う一時転用） 

     報告第４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５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６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７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 平成２９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 

   主  査 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２８年５月の農業委員会総会開催に

当たり、岡庭会長よりご挨拶をお願いいたします。 

  

会長 

（以下議長） 

 （開会の宣言並びに開会の挨拶） 

 なお、本日出席の農業委員さん、全員出席してございます。よって、定足数に

達しておりますので、この会議は成立していることをご報告させていただきます。 

  

議長  それでは、農業委員会の会議規則第１３条第２項の規定により署名委員の指名

をいたします。 

 １４番 戸邉委員、１５番 宮田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。 

 それでは、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「贈与」、土地の表示「彦成５丁目○○」、地目「田」、地籍
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「８５０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。 

 この案件は加藤委員の担当でございます。加藤委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

加藤委員  それでは、ただいまより議案第１号１番についてご説明いたします。 

 譲渡人、譲受人、権利種類、土地の表示、理由、経営面積については事務局か

らの説明がありましたので、省略させていただきます。  

 申請地ですが、○○中学校の南側手前の交差点のところの○○の田んぼが申請

地です。 

 （以降、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 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、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。 
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 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、２番及び議案第３号１番につきまして内容調査を行っております。 

 それでは、まず議案第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「茂田井字○○」同じく

「茂田井字○○」、地目ともに「田」、地積「９７７平米と１４平米」、計２筆

「９９１平米」、施設概要「老人短期入所施設」。 

 なお、申請地の農地区分ですが、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。 

 この案件は加藤委員の担当でございます。加藤委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

加藤委員  それでは、議案第２号１番についてご説明申し上げます。 

 申請人、土地の表示、施設概要につきましては、事務局からの説明がございま

したので、省略いたします。また、申請地につきましてもビデオのとおりですの

で、省略いたします。 

 転用目的が老人短期入所施設、デイサービスセンターです。申請理由書があり

ますので、読ませていただきます。 

 (理由書朗読) 

 利用計画としまして、老人介護施設、木造２階建て１棟、建築面積が○○平米

です。敷地面積が○○平米。 

 隣地の同意はあります。 

 被害防除として、東側、新設Ｌ型擁壁とメッシュフェンス、西側、新設コンク

リートブロックとメッシュフェンス、北側、出入り口幅６ｍ、新設コンクリート

ブロック、南側、新設コンクリートブロックとメッシュフェンス、建築後退部分

がアスファルト舗装です。 

 そのほかの事項として誓約書があります。 

 （以降、資金計画等を説明） 

 よろしく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
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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 老人短期入所施設  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第２号２番ですが、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」の１番と関連がございますので一括して上程

させていただきます。 

 それでは、議案第２号２番及び議案第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」、

２番、譲渡人、住所・氏名「○○・○○」土地の表示、「半田字○○」、地目「田」、

地積「３２５平米」、施設概要「貸駐車場用地」。 

 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」、１番、譲渡人、４名いらっしゃいます。住所・氏名「○○・持分○

分の○、○○、○○・持分○分の○、○○、○○・持分○分の○、○○、○○・

持分○分の○、○○」。譲受人、住所・氏名「○○・○○」、権利の種類「使用

貸借」、土地の表示「半田字○○」、地目「畑」、地積「６３平米」、同じく「半

田字○○」、地目「田」、地積「７７５平米」、同じく「半田字○○」、地目「田」、

地積「５１８平米」、計３筆「１，３５６平米」、施設概要「貸駐車場用地」。 

 申請地の農地区分につきましては、市街地化の傾向が著しい区域内にある農地

であり、おおむね３００ｍ以内に鉄道の駅、新三郷駅があるため、第３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。 

 この案件は戸邉委員の担当でございます。戸邉委員に内容説明をお願いいたし

ます。 
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戸邉委員  それでは、ただいまから議案第２号２番並びに３号１番の説明をさせていただ

きます。 

 譲受人、権利種類、土地の表示、施設の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、場所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。 

 ここで理由書が提出されておりますので、朗読させていただきます。 

（理由書朗読）  

続きまして、被害防除について、４条申請地は、場内砂利敷き、東側出入り口、

停止線、水路脇等、新設フェンス、アイドリング看板。 

 （資金計画を説明） 

 誓約書もございます。 

 隣地の同意は必要ございません。 

 続きまして５条申請についてです。 

 理由書は同じでございますので、省略させていただきます。 

 被害防除には、北側、南側、東側、西側、新設フェンス高さ1,200ｍｍで全て同

じです。場内砂利敷き、出入り口は３カ所、アイドリングストップ看板。武蔵野

線側道の境は単管パイプです。人の出入り口として１．５ｍほど間をあけていま

す。 

 （資金計画を説明） 

 何ら問題はないかと思われます、皆様のご審議、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２番及び議案第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。 

 田中委員。 

  

田中委員 （挙手により質問） 

 ちなみに４条と５条のおのおの駐車する台数は。 

  

議長  戸邉委員、お願いします。 

  

戸邉委員  ４条のほうにつきましては８台、間隔は３ｍ×５ｍ、余裕を持った駐車場にな

っております。 

 もう一つのほうは、４０台です。 

  

議長 そのほかございますか。 

  

 【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。 

 それでは、議案第２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。 

  

 第２号２番 貸駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、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。 

  

 第３号１番 貸駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４号「平成２９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。 

 議案第４号１番及び２番については関連がございますので、一括して事務局に

議案の説明をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  （議案第４号「平成２９年度農地利用最適化施策に関する意見提出について」、

１、県農地利用最適化施策に関する意見等について(案)、 

２、市農業施策に関する意見要望等について(案)を説明） 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案４号１番、２番の説明が終わりました。これにつきましてご意見

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。 

 それでは、議案第４号１番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 
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 【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。原案のとおり承認いたします。 

 続きまして、議案第４号２番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。 

 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。開会時間は２時２０分でお願いいたします。 

  

 【 １０ 分暫時休憩】 

  

議長  再開いたします。 

 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。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  それでは、続きまして、その他に移らせていただきます。 

(その他の報告事項・連絡事項について、農業委員・事務局より報告) 

  

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。 

 閉会に当たり藤田代理に閉会の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１件が承認、農地法第４条で２件、５条で１件が承認、許可相当、平

成２９年度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。お疲れさまでした。 
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