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平成２８年第６回三郷市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成２８年６月２４日（金） 午後１時３０分から午後４時２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 農地の借用について（通信施設） 

     報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出の訂正願いについて 

     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申請について意見を求める件 

     議案第４号 農業委員会事務の実施状況等の公表に伴う平成２７年度の点検・評価及 

           び平成２８年度の活動計画の策定について 

     議案第５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６号 農地法第５２条に基づく賃借料情報の提供について 
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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 

   主  事 飯島 敏夫 

 

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６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、本日出席の委員は、全委員が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、会議は成立していることをご報告申し上げます。 

  

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。 

 １６番 篠田委員、１７番 矢野良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、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番でございますが、２番と関連がございますので、一

括して上程し、審議をさせていただきます。 

 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、住所・氏名「○○・○○」、譲受人、住所・氏名「○○・

○○」、権利種類「贈与」、土地の表示「彦倉１丁目○○」、地目「田」、地積

「○○平米」、理由「家庭内贈与」、経営面積「○○平米」。 

 続きまして、２番、譲渡人、住所・氏名「○○・○○」、持分２分の１、譲受

人、住所・氏名「○○・○○」、持分２分の１、権利種類「贈与」、土地の表示

「番匠免２丁目○○」、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。 

 この案件は篠田委員の担当でございます。篠田委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

篠田委員  それでは、ただいまから議案第１号１番、２番は関連がございますので、一括

して説明をいたします。 

 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、二郷半用水路、○○を左折し、３０ｍ先の左側が１番の申請地で

す。２番は、二郷半用水路、○○を右折し、３０ｍ先の左側にあります。現在は

畑として耕作しております。 

（以降、農業従事日数、農機具保有状況、経営状況等を説明） 

 ご審議をよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

  

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。 

  

 【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】 
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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。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 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。 

 続きまして、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」を上程いたします。 

 なお、今月内容調査会を実施しておりますので、報告させていただきます。今

月は、議案第２号１番、議案第３号１番、３番、６番、７番につきまして内容調

査会を実施しております。 

 それでは、議案第２号１番でございますが、○○委員本人からの申請でござい

ます。議事参与の制限に該当いたしますので退席をお願いいたします。 

  

 （○○委員 退席） 

  

議長  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「半田○○」、地目「田」、

地積「○○平米」、施設概要「貸駐車場用地」。 

 申請地の農地区分ですが、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。 



5 

 この案件は浅香委員の担当でございます。浅香委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

浅香委員  それでは、議案第２号１番について説明したいと思います。 

 申請人、土地の表示、施設概要は事務局の説明どおりですので省略いたします。

また、申請地につきましてもビデオどおりですので省略したいと思います。 

  転用目的が駐車場になっております。 

（理由書朗読） 

 利用計画といたしまして、月極駐車場で、普通車３２台。 

 被害防除としまして、北側、ブロック土どめ、新設単管パイプ１５０、出入り

口、コンクリート打設、停止線、看板、東側、ブロック土どめ、新設単管パイプ

１５０、既存トタン塀、既存単管パイプ、アイドリングストップ看板、西側、ブ

ロック土どめ、新設単管パイプ１５０、既存金網フェンス、アイドリングストッ

プ看板、南側、ブロック土どめ、新設単管パイプ１５０、場内は砂利敷きであり

ます。 

 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  それでは、○○委員の入室を許可いたします。 

  

 （○○委員 入室） 

  

議長  続きまして、議案第２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。 
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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、申請人、住所・氏名「○○・○○」、土地の表示「後谷字○○」、地目「田」、

地積「○○平米」、施設の概要「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、議案第２号２番の案件について説明させていただきます。 

 申請人の住所、氏名、土地の表示、施設概要等は事務局からの説明どおりです

ので省略させていただきます。また、現地につきましても先ほどのビデオどおり

ですので省略させていただきます。 

  

 申請理由が出ていますので、読ませていただきます。 

（申請理由朗読） 

 利用目的としましては、専用住宅２階建て１棟、建築面積○○平米、延べ床面

積○○平米。 

 隣地の同意はございます。 

 被害防除としまして、北側、出入り口４ｍ、既設地先ブロック、西側、既設ブ

ロック土どめ、一部生け垣、南側、生け垣、汚水は合併浄化槽７人槽、南側、既

設排水管に接続し、東側排水路に放流、雨水は宅内浸透、オーバーフローです。 

 三郷市後谷字○○、宅地と一体利用です。 

 その他参考事項としまして、誓約書あり（資金計画を説明） 

 開発要件としまして、都市計画法第２９条第１項第２号、市街化調整区域にお

いて行う開発行為で、農業、林業等これらの業務を営む者の住居の用に供する目

的に該当するとのことです。 

 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２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。 

 加藤委員。 

  

加藤委員 （挙手により質問） 

申請人の年齢と家族構成を教えていただけますか。 
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議長  鈴木委員、お願いします。 

  

鈴木智之委員  家族構成は現在ひとり住まいでございまして、娘さん家族と今後新築のほうに

移るという形です。 

  

議長  年齢につきまして、事務局。 

  

飯島主事  申請人の年齢は、誕生日がきていますので○○歳になります。家族構成といた

しましては、弟さんとお子さんが２人、４人家族ということになっております。 

 以上です。 

  

議長  加藤委員、よろしいでしょうか。 

  

加藤委員  ありがとうございました。 

  

議長  そのほかございますか。 

 矢野良委員。 

  

矢野良 委員 （挙手により質問） 

 現在の家があって、その隣に建てるということですか。 

  

議長  では、鈴木委員。 

  

鈴木智之委員  今まで住んでいた家というのが、去年かおととしに宅地内の家を取り壊しまし

て、そこは現在アパートになっています。 

  

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。 
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 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 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「○○・○○」、譲受人、住所・氏名「○○・○○」。

権利種類「売買」、土地の表示「栄４丁目○○」、地目「田」、地積「○○平米」、

同じく「栄４丁目○○」、地目「田」、地積「○○平米」、計２筆、○○平米。

施設概要としましては資材置場、駐車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。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は恩田委員の担当でございます。恩田委員に内容説明をお願いします。 

  

恩田委員  ただいまより議案第３号１番の説明をさせていただきます。 

 譲渡人及び譲受人の住所・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どおりでございますので省略いたします。 

 それでは、譲受人、株式会社○○、住所、三郷市栄４丁目○○、職種は造園土

木業です。 

（以降、内容調査会で確認した会社概要等を説明） 

  

 理由書が届いていますので、読み上げさせていただきます。 

（理由書朗読） 

 申請内容ですけれども、まず、今の営業所から申請地まで徒歩１分。利用計画

は駐車場４台（キャブオーバー２台、塵芥車１台、ダンプ１台）、会社看板、ア

イドリングストップ看板設置、砕石１０㎥、残土１０㎥。 

 隣地の同意あり。 

 被害防除は、北側、新設ＣＢ１段、会社看板、出入り口６ｍ×４ｍ、アスファ

ルト舗装、停止線、チェーン、南側、新設ＣＢ１段、西側、新設ＣＢ１段、既設

土どめ板、東側、新設ＣＢ１段、既設土どめ板、アイドリングストップ看板、敷

地内砂利敷き。 
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 その他参考として誓約書あり。 

（資金計画について説明） 

 農地区分は第２種農地。 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 資材置場 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「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」、

２番、譲渡人、住所・氏名「○○・○○」譲受人、２名いらっしゃいます。住所・

氏名「○○・○○」、「○○・○○」、権利種類「使用貸借」、土地の表示「天

神１丁目○○」、地目「畑」、地積「○○平米」、施設概要「住宅用地」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。 

 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３号２番について説明させていただきます。 



10 

 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。 

 それでは、まず申請人の○○さん、○○さんについて説明させていただきます。 

 ○〇さん、○○歳、○○さん、○○歳、住所地は○○、職業は○○とのことで

す。 

 続いて、利用計画についてご説明申し上げます。建築面積が○○平米、延べ床

面積は○○平米でございます。木造２階建て、専用住宅１棟、駐車スペース２台

分を確保する計画となっております。 

 被害防除は、東側、ＲＣ土どめ、北側、既設生け垣塀、敷地内は整地のみとな

っております。 

 汚水は南側公共ますへ放流、雨水は宅内浸透です。 

 また、隣地の同意は必要ありません。 

 誓約書が提出されております。 

（資金計画を説明） 農地区分は第２種農地です。 

 開発許可要件の都市計画法第３４条第１２号に該当するものですので、申請人

の６親等以内の親族が市街化調整区域で２０年以上在住しております。 

 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。 

 ただいま議案第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。 

 浅香委員。 

  

浅香委員 （挙手により質問） 

 先ほどのビデオを見ましたら、ユンボをつけて工事しているみたいですけれど

も、それって何の工事ですか。 

  

議長  では、事務局から説明。 

  

名川局長補佐  事前にこちらの案件につきましてはご相談がありまして、是正指導させていただ

いて是正中とのことであります。総会の申請を受付て、是正指導をお願いしたわけ

ですけれども、昨日連絡がありまして、是正が今見たとおり間に合ってない、今の

状況までは是正できました。週明けには完全に是正いたしますと連絡いただいたと

ころであります。本日現在では、是正に向けた工事を行っているということでござ

います。もともと建築物がございまして、それを全部撤去されまして、今更地に戻

している最中という状況が今現在の状況です。それを踏まえて審議お願いいたしま

す。 
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議長  浅香委員、よろしいでしょうか。 

  

浅香委員  ということは、では以前に農地を無断で利用していたということですね。 

  

名川局長補佐  隣に親族関係のご自宅があり、そちらの駐車場の施設、もしくは小屋みたいなも

のがあったようです。それを是正指導しまして取り壊して、今の状況ということで

本日を迎えております。 

  

浅香委員  では、ビデオ撮りのときまでに農地に戻すという計画がちょっと間に合わなか

ったということですか。 

  

名川局長補佐  はい、そのとおりです。 

  

議長  来週火曜日までには間に合わせる。 

  

名川局長補佐  ということは口頭ではいただいております。 

  

飯島主事  あと二、三日で完成する様子が見受けられます。 

  

議長  来週火曜日までには終わらせるということですけれども、審議する今日時点で

は直っていないということでございます。 

 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。 

  

 【挙手多数】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、賛成多数でございます。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。 

  

 ２番 住宅用地  （賛成多数） 

  

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。 
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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」、

３番、譲渡人、住所・氏名「○○・○○」、譲受人、住所・氏名「○○・○○」

権利種類「賃貸借」、土地の表示「小谷堀字○○」、地目「田」、地積「○○平

米」、施設の概要「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、議案第３号３番の案件についてご説明させていただきます。 

 譲渡人、譲受人、権利種類、土地の表示、施設概要等は事務局からの説明どお

りで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先ほどのビデオ

どおりですので省略いたします。 

 申請譲受人、株式会社○○、職種は自動車分解整備並びに車体整備です。 

（以降、内容調査会で確認した会社概要等を説明） 

 現在使用している資材置場（駐車場）の状況ですが、流山市○○、５５０平米

の借地となります。 

 申請内容としまして、転用目的は駐車場。 

 申請理由が出ていますので、読み上げます。 

（申請理由朗読） 

 営業所から申請地までの距離及び時間ですが、距離が１５ｋｍで、時間が約３

０分です。 

 利用計画は、レッカー車１台、キャブオーバー３台を置く予定になっておりま

す。 

 隣地の同意はあります。 

 北側、Ｌ字ブロック土どめ、アイドリングストップ看板、西側ブロック土どめ、

南側ブロック土どめ、東側、看板、出入り口、コンクリート舗装、８ｍ×５ｍ、

停止線、照明灯、単管パイプ１５０設置、敷地内、砂利敷きです。 

 その他の参考事項としまして、誓約書あり。 

（資金計画を説明） 

 農地区分といたしましては第２種農地となっております。 

 以上となりますので、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。 



13 

 鈴木敏弘委員、お願いします。 

  

鈴木敏弘委員 （挙手により質問） 

 こちらの駐車場の予定ということで、レッカー車１台、キャブが３台というこ

となんですけれども、これは仕事的には車の分解整備ということで、分解した車

とかも場合によったら置くのではないかと思われまして、そういった場合、まず、

置くかどうかということと、もし解体した車を置いた場合、油とかの流出は想定

されると思うので、そういう対策とか、お願いします。 

  

議長  鈴木智之委員、お願いします。 

  

鈴木智之委員  補足します。先日の内容審査会で故障車等は持ち込まないとおっしゃっていま

した。 

  

議長  鈴木敏弘委員、よろしいですか。 

  

鈴木敏弘委員  はい。 

  

議長  恩田委員、お願いします。 

  

恩田委員 （挙手により質問） 

 確認なんですけれども、現地へ調査に行きましたら、用水路が結構高さがあり

ましたけれども、高さはどのくらいありますか。 

  

議長  では、事務局で説明お願いいたします。 

  

名川局長補佐  本日図面の差し替えを提出いただいておりまして、北側には水路がございます。

そちらには影響がないようにということで、実は結構深めの水路がこちらのほうに

はございまして、そこを内容調査会でも指摘させていただきまして、変更図面、実

際に長さ等は記入されていませんが、水路の面までのＬ型のブロックという形で被

害防除は行うということで本日報告は受けております。実際何センチという形の表

記は今ございません。 

  

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  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。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 駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  ここでおおむね１時間たちますので、暫時休憩とさせていただきます。 

 再開時間、２時４０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。 

 続きまして、議案第３号、４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」４

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「半田字○○」、地目「畑」、地積「○○平米」、

同じく「半田字○○」、地目「田」、地積「○○平米」、計２筆「○○平米」。

施設の概要「住宅用地」。 

 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。 

  

戸邉委員  では、議案第３号４番についての説明をさせていただきます。 

 譲渡人の住所・氏名、権利種類、土地の表示、施設の概要につきましては事務

局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

てもビデオどおりでございますので省略させていただきます。 

  申請理由が出ておりますので、読ませていただきます。 

（理由書朗読） 

 利用計画といたしまして、木造２階建て、建築面積○○平米、延べ床面積○○

平米。 
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 隣地の同意はございます。 

 被害防除といたしまして、南側、東側、新設ブロック土どめ３段、メッシュフ

ェンス、Ｈ８００、北側につきましては隣接地境界、既設ブロック３段。 

 雨水は宅内浸透、汚水は合併処理浄化槽、北側のますに接続いたします。 

 その他の参考といたしまして、誓約書がございます。 

（資金計画説明）  

 申請人の６親等内親族でございます○○さんが市街化調整区域内に２０年以上

在住でございます。 

 何ら問題はないかと思いますが、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。 

  

 【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

て県知事に送付をいたします。 

  

 ４番 住宅用地  （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「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」、

５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「半田字○○」、地目「畑」、地積「○○平米」、

同じく「半田字○○」、地目「田」、地積「○○平米」、計２筆「○○平米」。

施設の概要、住宅用地でございます。 

 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。 

 以上です。 
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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。 

  

戸邉委員  それでは、議案第３号５番について説明をさせていただきます。 

 譲渡人の住所・氏名、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。現地につきましても

ビデオどおりでございますので省略させていただきます。 

  こちらも理由書が出ておりますので、読ませていただきます。 

（理由書朗読） 

 利用計画といたしまして、木造２階建て、建築面積○○平米、延べ床面積○○

平米。 

 隣地の同意はございます。 

 被害防除といたしまして、南側、西側、東側、新設ブロック土どめ３段積み、

メッシュフェンス８００でございます。雨水は宅内浸透、汚水は合併浄化槽、北

側水路に接続します。 

 その他参考事項といたしまして誓約書がございます。 

（資金計画を説明）  

 申請人の６親等以内の親族であります○○さんが市街化調整区域内に２０年以

上在住してございます。 

皆様の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。 

  

  

議長   鈴木智之委員。 

  

鈴木智之委員 （挙手にて質問） 

 すみません、確認です。申請人の年齢、申しわけないですけれども、議案第３

号４番の申請人のお年も。また家族構成。 

  

戸邉委員  詳しくはその辺のところちょっと聞いてないのですが 

  

議長  事務局でわかりましたら、お願いします。 

  

飯島主事  ３号５番の申請人と、３号４番の申請人 

 （年齢、家族構成について説明） 以上です。 
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議長  鈴木智之委員、よろしいですか。 

  

鈴木智之委員  はい。 

  

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５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。 

  

 ５番 住宅用地  （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「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」６

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「番匠免２丁目」○○、地目「田」、地積「○○平

米」、施設の概要「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。 

 この案件は篠田委員の担当でございます。篠田委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

篠田委員  それでは、ただいまから議案第３号６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。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。 

 それでは、申請人、株式会社○○職種としては収集運搬業です。 
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（以降、内容調査会で確認した会社概要等を説明） 

 

 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） 

 利用計画は、アームロール車５台、社員駐車場スペース５台。 

 被害防除として、北側、新設万能鋼板、出入り口、７ｍ×６ｍ、コンクリート

舗装またはアスファルト、停止線、南側は新設万能鋼板、西側と東側は隣地の万

能鋼板をそのまま使います。アイドリングストップ看板と会社看板、照明灯がつ

きます。敷地内は砂利敷きです。 

 誓約書あり。 

（資金計画を説明） 

 以上です。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。 

 鈴木敏弘委員。 

  

鈴木敏弘委員 （挙手により質問） 

 業種が収集運搬業ということなんですが、アームロール車を使うということだ

と産廃業者みたいな形になるかと思ったのですが、いずれにしても収集したもの

をそこに置くということはあり得るのかどうか。 

  

議長  お願いします。 

  

篠田委員  今現在上口１丁目のところも利用しておりまして、そこには積んできたものを

おろすというものはなく、そのままトラックとコンテナだけで、一般のごみをお

ろしたりはありません。 

 以上です。 

  

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６番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【全員挙手】 
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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。 

  

 ６番 駐車場用地  （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「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」７

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「仁蔵字○○」、地目「田」、地積「○○平米」、

施設概要「宅地拡張」。 

 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。 

 この案件は浅香委員の担当でございます。浅香委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

浅香委員  では、議案第３号７番について説明したいと思います。 

 譲渡人、譲受人、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

明どおりですので省略いたします。また、申請地につきましてもビデオどおりで

すので省略したいと思います。 

 申請理由書がありますので、読み上げたいと思います。 

（理由書朗読） 

  利用計画としまして、来客等駐車スペース３台、敷地一部と一体利用、転回

広場。 

 被害防除といたしまして、北側、出入り口６ｍ×５ｍ、アスファルト舗装、東

側、新設ＣＢ３段積み、南側、新設ＣＢ２段積み、西側、既設ＣＢフェンス、一

体利用部分、既設ＣＢフェンス撤去、敷地内は砂利敷きであります。 

 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。 

 矢野良委員、お願いします。 

  

矢野良 委員 （挙手により質問） 
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 事務局にお伺いしたいんですけれども、前の宅地と合わせると５００平米を超

えるみたいなんですが、これは大丈夫でしょうか。 

  

飯島主事  その件に関しまして、こちらから春日部農林のほうに確認いたしまして、おお

むね５００ということで、若干出るかと思うんですけれども、５０５平米ですの

で、おおむねというのは１割の数と聞いておりますので、５５０まではオーケー

という連絡はいただいております。 

  

矢野良 委員  はい、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３号７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。 

  

 ７番 宅地拡張  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４号「農業委員会事務の実施状況等の公表に伴う平成２７

年度の点検・評価及び平成２８年度の活動計画の策定について」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したいと思います。 

 それでは、議案説明をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第４号「農業委員会事務の実施状況等の公表に伴う平成２７年度の点検・

評価及び平成２８年度の活動計画の策定について」説明させていただきます。 

（概要説明） 

  以上、概略ですが、説明させていただきました。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４号１番、２番の説明が終わりました。質問等ございましたら、
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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。よって、承認を

いたします。 

 続きまして、議案第４号２番に賛成の方、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。 

  

議長  続きまして、議案第５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。 

 それでは、議案第５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５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」、１、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（案）でございます。 

 こちら、議案を読ませていただきます。「三郷市農業委員会は、三郷市内全域に

おいて農地法第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

法で定める基準のとおり５０ａとし、これを公表する」となっております。 

 内容につきまして説明させていただきます。 

 別紙資料に農地法及び施行規則を配付させていただいております。こちらを参考

にして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、こちらは農地法第３条の許可要件の一つ

でございまして、農地の権利を取得するとき、取得しようとする農地を含め、全体

の経営面積は５０ａ以上必要ということで、３条申請許可では５反要件を満たして

いるかどうかという形で審議させていただいているところでございます。経営面積

が余りにも小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行えな

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一定の割合、北海道で

は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

す。 
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 こちら、平成２１年の農地法の改正に伴いまして、５０ａ未満でも設定できると

いうことが農地法施行規則の中で要件として定められているところでございます。 

  

 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、農地利用状

況調査において遊休農地の割合が低いこと等でこのような理由とさせております。 

 補足としまして、三郷市の場合は４０ａまでは設定可能ということとなっており

ます。 

  

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第５号１番について説明が終わりました。ご意見、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。原案のとおり承認いたします。 

  

議長  続きまして、議案第６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６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６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）、こちらを読

ませていただきます。 

 

 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してい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、市ホームページへ掲載ということでさせていただいております。 

 内容につきましては、農地法５２条では、農地の賃借料等の情報を収集して整
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理し、それを公表することとされております。三郷市農業委員会では、本年度も

過去１年間の農地法３条による農地の賃貸借の設定金額について確認させていた

だきましたけれども、２７年度賃貸借が設定された許可の案件はございませんで

した。このような場合につきましては全国農業会議所より提起がございまして、

その中で平均値を求めるのではなくて、５件以上が必要です、ということとなっ

ております。このような場合には広域で賃借料情報提供を行うこととなりますけ

れども、今年度も従来と同様に吉川市、松伏町のデータを公表したく、議案とし

て提案させていただいております。 

 なお、公開の方法としましては、資料にございますように、三郷市農業委員会

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、それぞれの農業委員

会の賃借料データのところに飛ぶような形で考えております。 

 こちらが三郷市バージョンでございます。吉川市のところをクリックすると吉

川市のデータ、松伏のデータということで、それぞれ設定の時期は異なりますが、

このような形で例年どおり実施したいと考えております。 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第６号１番につきまして事務局で説明が終わりました。これにつ

きまして、ご意見、ご質問ございましたら、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。 

 採決をいたします。 

 議案第６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。 

  

議長  ここで暫時休憩といたしますが、開会時間は３時４５分といたします。 

  

 【 １５ 分暫時休憩】 

  

議長 それでは、再開いたします。 

 ６番、その他に移らせていただきます。 

 （１）審議会、協議会の報告について、まず１点目、四市町農政研究会につき

まして、職務代理からお願いします。 

  

藤田 （５月２６日吉川市役所２０１会議室にて四市町農政研究会）  



24 

会長職務代理  

  

議長  ありがとうございます。 

 ２番といたしまして、もう１点、代理から報告をお願いいたします。 

  

藤田 

会長職務代理 

 （６月１６日市役所第３委員会室にて三郷市環境審議会） 

 

  

議長  ありがとうございます。 

 審議会、協議会につきまして、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、（２）その他 

① （農業委員・農地利用最適化推進委員研修会８月２９日羽生産業文化ホール、

会長、代理、内田、宮田、矢野良、戸邉各委員出席） 

② （三郷市農政審議会委員の推薦依頼、鈴木智之、篠田各委員） 

 引き続き、事務局からの連絡事項ということでお願いしたいと思います。 

  

浮田局長 事務局からの連絡事項としまして３点説明させていただきます。 

① 県農業会議第119回通常総会7月1日さいたま市にて会長出席 

② 三郷市農業委員会委員親睦会暑気払い 

③ 葛西だよりの配布 

事務局からの連絡事項は以上でございます。 

  

議長 続きまして、農業振興課からの連絡事項につきましてお願いします。 

  

名川局長補佐 農業振興課からの連絡事項としまして４点でございます。 

① 経営所得安定対策の交付申請手続き ６月６日(月）～２４日(金） 

② 活き活き農業体験講座 ６月２９日染谷農園 

③ 埼玉県農業青年海外派遣研修 ７月１２日（火）～７月２１日（木）オラン

ダ・ドイツ 青年農業者１名参加 

④ ６次産業化を活かした農業活性化に向けた意見交換会の開催 ７月１２日農

業委員会議室 

以上です。 

  

議長 ありがとうございます。総括的にもしございましたら、挙手にてお願いします。 

  

 【挙手なし】 
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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より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２件が承認、農地法第４条で２件、５条で７件が許可相当、農業委員

会事務の実施状況等の公表に伴う平成２７年度の点検・評価及び平成２８年度の

活動計画の作成についてと農地法第３条第２項第５号に規定する別段面積の設定

及び公表、また、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。お疲れさまでした。 
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