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平成２８年第７回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成２８年７月２５日（月） 午後１時３０分から３時３０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（１７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 欠 

 

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 農地の借用について（通信施設） 

     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の取り消しについて意見を求める件 

     議案第４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５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて 

     議案第６号 生産緑地の取得のあっせんについて 
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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７月の農業委員会総会開催に

当たり、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） 

 （開会の宣言並びに開会の挨拶） 

 なお、本日の出席委員ですが、浅香委員が欠席でございますが、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。 

 １番 恩田委員、２番 大久保委員、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  それでは、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「○○・○○」、

持ち分２分の１、住所・氏名「○○・○○」持ち分２分の１、権利の種類「贈与」、
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土地の表示「花和田字助野○○、地目「田」、地積「○○平米」、同じく「花和

田字助野○○」、地目「田」、地積「○○平米」、同じく「花和田字助野○○」、

地目「田」、地積「○○平米」、計３筆「○○平米」、理由「家庭内贈与」、経

営面積「○○平米」でございます。 

 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ています。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は田中委員の担当でございます。田中委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

田中委員  それでは、ただいまより議案第１号１番の説明をいたします。 

 譲渡人、譲受人、権利種類、土地の表示、理由については、事務局の説明のと

おりですので省略させていただきます。 

 現地ですが、三郷市役所より二郷半用水通りに出て〇○を左折し、南へ約１５

０メーター進み、花和田の○○橋のところを左折します。その角から左側３筆が

申請地でございます。 現在、３筆とも稲作が作付けされておりました。 

（以降、農業従事日数、農機具保有状況、経営状況等を説明） 

 以上で説明を終了いたしますが、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１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」、２番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」

持ち分２分の１、住所・氏名「○○・○○」持ち分２分の１、権利の種類「贈与」、

土地の表示「谷口字木之下○○」、地目「田」、地積「○○平米」、同じく「谷

口字木之下○○」、地目「田」、地積「○○平米」、同じく「谷口字木之下○○」、

地目「田」、地積「○○平米」、計３筆「○○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、田中委員の担当でございます。田中委員に内容説明をお願いいた

します。 

  

田中委員  それでは、ただいまより議案第１号２番の説明をいたします。 

 譲渡人、譲受人、権利種類、土地の表示、理由については、事務局の説明のと

おりでございますので省略させていただきます。 

 （以降、農業従事日数、農機具保有状況、経営状況等を説明） 

 以上で説明を終了いたしますが、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１号３番、４番につきましては関連がございますので、一
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括して審議をいたします。 

 それでは、議案第１号３番、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」、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「市助字江戸川○○」、地目「畑」、地積「○

○平米」、理由「家庭内贈与」、経営面積「○○平米」。 

 続きまして、４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「市助字江戸川○○」、地目「畑」、

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、私の担当でございます。私、岡庭から内容説明をさせていただき

ます。 

 譲渡人、譲受人、また権利種類、土地の表示につきましては、事務局のとおり

でございますので割愛させていただきます。 

 （以降、農業従事日数、農機具保有状況、経営状況等を説明） 

 特に家庭内贈与で問題はないかと思いますが、慎重なるご審議をお願いしたい

と思います。 

 以上でございます。 

  

議長  ただいま議案第１号３番、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） 
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議長  続きまして、議案第１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。よって、承認をいたします。 

  

 ４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  再開をいたします。 

 それでは、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。案件につきましては、議案第４

号２番、３番につきまして実施をしておりますので、ご報告いたします。 

 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。 

  

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「茂田井字下新田○○」、

地目「畑」、地積「○○平米」、同じく「茂田井字下新田○○」、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番についてご説明いたします。 

 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。 

 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。 

 （理由書朗読） 
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 利用目的としては、専用住宅２階建てで、建築面積○○平米、納屋が１棟、建

築面積○○平米。被害防除といたしまして、北側が新設コンクリート擁壁、ブロ

ック２段積み、西側も新設ブロック４段積み、南側、新設ブロック３段積み、東

側、新設ブロック１段積み、浄化槽は７人槽です。 

 農地区分は第２種農地になります。 

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、申請人の母親

が市街化調整区域に２０年以上在住しております。 

 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した。 

 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 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の取り消しについて

意見を求める件」について上程いたします。 

 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の取り消し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「○○・○○」、

権利の種類「使用貸借」、土地の表示「後谷字中通○○」、地目「田」、地積「○

○平米」、施設の概要「住宅用地」、理由「都合により」。 

 以上でございます。 

  

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。 
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鈴木智之委員  それでは、ただいまから議案第３号１番の説明をいたします。 

 申請人の住所、氏名、土地の表示、理由につきましては、事務局からの説明ど

おりでございますので、省略させていただきます。 

 （以降、申請人、申請地、申請理由等を説明） 

 簡単ではございますが、説明を終わりにさせていただきます。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。原案のとおり許可取り消し相当として意

見を付して県知事に送付をいたします。 

  

 １番 住宅用地取り消し  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４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４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４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

利の種類「売買」、土地の表示「小谷堀字新大場川添○○」、地目「田」、地積

「○○」平米、施設の概要「住宅用地」、備考としまして敷地拡張でございます。 

 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。 
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 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し

ます。 

  

鈴木智之委員  それでは、ただいまから議案第４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、土地の表示、現地の説明につきましては、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。 

 譲渡人○○さん、○○歳、譲受人○○さん、○○歳、お二人の関係ですが、親

戚関係ということになっております。 

 こちら、申請の内容ですが、転用目的が専用住宅の追認でございます。 

 理由書が出ていますので、読ませていただきます。 

（理由書朗読）  

利用計画としましては、専用住宅１棟で、現状については変化なしということ

です。 

 被害防除につきましても、現状については変化なしということです。 

 その他、参考といたしまして、都市計画法による用途指定以前（昭和４５年８

月以前）に建築された申請地に建てかえされた自己用住宅のため、今回の申請は

農地転用許可の追認となる。今回の申請は、農地転用許可をとることが目的で、

自己用住宅を建替え等はしませんとのことです。 

 以上で説明を終わります。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 住宅用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４号２番について、事務局に議案の朗読をお願いいたしま
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す。 

  

名川局長補佐  議案第４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「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、権

利の種類「売買」、土地の表示「新和五丁目○○」、地目「田」、地積「○○平

米」、同じく「新和五丁目○○」、地目「田」、地積「○○平米」、計２筆「○

○平米」、施設概要「資材置場用地」となっております。 

 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。 

 この案件は私の担当でございます。私、岡庭から内容説明をさせていただきま

す。 

 まず、譲渡人、譲受人、権利種類、土地の表示につきましては、ただいまの事

務局のとおりでございます。 

 また、申請地につきましても、先ほどのビデオのとおりでございます。 

 （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でございますが、栃木県栃木市の○○に山を所有し

て、そこから取り出された砂、砕石を販売しているということでございます。面

積は１３万４，３９９平米を所有しています。 

 今回の申請について理由書が届いておりますので読み上げます。 

（以降、理由書朗読） 

  土地利用の状況でございますが、砂利と砕石を１００平米ずつ、砂利が１０

０平米、砕石が２カ所ですね、１００平米、１００平米で、高さは２メートル以

内ということです。 

 被害防除として周りに２メートルの鋼板を全部張るということでございます。

出入り口につきましてはコンクリート舗装、敷地内は砂利敷きでございます。高

さ的には、前面道路から約１０センチ高くなります。また、申請地の奥のほう、

いわゆる南側のほうに発生土４００立方を置くということでございます。これは

工事現場で発生した発生土でございます。 

 資材置場用地ということですが、基本的に栃木から運んできた砂利、砂を一時

的に保管をして、そこから東京都内の仕事場に運ぶという内容でございます。図

面上は、一部ダンプの駐車スペースの表示があるんですが、これは一時的にとめ

てそこで運ぶということで、常時置くのは、その土砂をダンプに積み入れをする

油圧ショベル、これだけを置くということでございます。 

 特に問題はないかと思いますが、慎重なるご審議をひとつお願いしたいと思い

ます。 

 以上でございます。 
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議長  ただいま議案第４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。 

  

 【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 資材置場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４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４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

利の種類「売買」、土地の表示「半田字五反田○○」、地目「畑」、地積「○○

平米」、施設の概要「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４号３番についての説明をさせていただきます。 

 譲渡人、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、現地につきましては、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。 

 （以降、内容調査会で調査した会社概要を説明） 
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 転用目的は駐車場でございます。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は、１０台分の乗用車の駐車場ということになります。 

 隣地の同意は必要ございません。 

 被害防除といたしまして、北側、新設ブロック土どめ、出入り口６メーター、

４メーターの６メーターでアスファルト舗装をいたします。南側、東側、西側、

新設ブロックの土どめとなります。場内は砂利敷きでアイドリングストップ看板

を設置いたします。誓約書はございます。要望書もあります。資金計画といたし

ましては、自己資金で対応ということになっております。 

 以上で説明を終わります。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４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。 

  

 【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 貸駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第５号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて」

を上程いたします。 

 それでは、議案第５号１番について、事務局に議案の朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第５号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて」、１番、被

相続人住所・氏名「○○・○○」、相続人住所・氏名「○○・○○」、土地の表

示「幸房字上横道添○○」、地目「田」、地積「○○平米」、ほか１９筆の計２

０筆の「○○」でございます。経営面積「○○平米」、相続開始年月日、平成２

７年○○月○○日でございます。 

 以上です。 
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議長  ありがとうございます。 

 この案件は矢野良委員の担当でございます。矢野委員に内容説明をお願いいた

します。 

  

矢野良委員  それでは、議案第５号につきましてご説明をさせていただきます。 

 被相続人、相続人、土地の表示、経営面積、相続開始年月日につきましては、

事務局の説明どおりですので省略させていただきます。 

 （相続人、申請地等について説明） 

  問題ないかと思いますけれども、皆様のご検討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５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。よって、承認をいたします。 

  

 １番 （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第６号「生産緑地の取得のあっせんについて」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６号「生産緑地の取得のあっせんについて」、１番、三郷第○○号生産

緑地地区及び三郷第○○号生産緑地地区並びに三郷第○○号生産緑地地区におけ

る取得のあっせん依頼についてです。 

 こちらの議案書と一緒に、添付資料としまして議案第６号関係資料を議案配付

時に配付させていただいております。このほか、本日、現場の地図のほうをあわ

せて配付させていただきましたので、一緒にごらんください。 

 今回、こちら三郷市長より三み発第○○号、生産緑地の取得のあっせんについ

て、依頼文のほうが農業委員会宛てに届いております。それを受けて、農業委員
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会としましてのあっせんの業務となります。 

 こちら、１のあっせんの対象者でございますが、近隣農業従事者ということで、

農家組合長さんのほうを考えております。あっせんの方法につきましては、近隣

農家組合へのあっせんの内容文書の送付ということでございます。こちらの近隣

の２つの農家組合長様のほうにご案内をいたします。 

 現場ですが、こちら第○○号、○○号、○○号ということで、それぞれこちら

の面積で、買い取り金額に関してはこちらの金額となっております。 

 今回、こちらの総会で承認いただけましたら、農家組合長さんのほうに回覧と

いうことであっせんさせていただきまして、８月の来月の総会でご報告させてい

ただきたいと思います。 

 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。 

 ただいま議案第６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。 

 鈴木委員、お願いします。 

  

鈴木  委員  こちらのあっせんの経緯について説明をお願いしたいと思います。 

  

議長  では、事務局。 

  

名川局長補佐  こちらの対象者ですけれども、実際お亡くなりになられたのが高州３丁目の○○

さまです。数カ月前に総会で主たる従事者の証明のときに案件として出てきた案件

でございます。こちらの方、○○さんが亡くなったことにより、前回、主たる従事

者の証明を発行して、今回は買い取りの申請がみどり公園課のに提出されたという

経緯でございます。よろしいでしょうか。 

  

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６号１番に賛成の方は挙手をお願いします。 

  

 【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。 
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 １番 （全員賛成） 

  

議長  ここで暫時休憩といたします。開会時間２時４５分でお願いいたします。 

  

 【１０分暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開をいたします。 

 ６番、その他に移らせていただきます。 

 まず、１番、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、その他の報告に移らせていただきます。 

 まず、私のほうから２点ほど報告いたします。 

 （７月１日 一般社団法人の埼玉県農業会議の第１１９回通常総会） 

 （７月２２日 埼葛地方協議会臨時総会） 

 他の報告がございましたらお願いいたします。 

   

 【報告なし】 

  

議長  続きまして、その他の 

① （農業委員会委員親睦会決算報告）  

② （三郷市農業委員会の委員等の定数に関する検討会の設置について 

会長、代理、鈴木敏弘委員、田中勝貴委員、戸邉委員、浅香委員選任） 

  

議長  それでは、事務局からの連絡事項ということで、まず局長のほうからお願いい

たします。 

  

浮田局長  ①農地基本台帳調査の実施について 

②埼玉農林業・農山村振興ビジョンについて 

 事務局からの連絡事項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、補佐からお願いいたし

ます。 

  

名川局長補佐  農業振興課からの連絡事項 

 ① 第４０回三郷市農業祭運営委員会 ８月２日（火）農業委員会室 

 ② 平成２８年度全国都市農業振興協議会総会 ８月３日（水） 
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全国都市会館 千代田区 

 ③三郷市農政審議会 ８月４日（木）農業委員会室 

 ④三郷市農業青年会議所研修会８月２３日（火）ＪＡ南部経済センター 

  

議長  ありがとうございます。 

 他にもございましたら、挙手にてお願いをしたいと思います。 

  

 【挙手なし】 

  

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。皆様お

疲れさまでございました。 

 閉会に当たり、藤田代理より閉会のご挨拶をお願いしたいと思います。 

  

藤田 

会長職務代理 

 長時間にわたり、慎重なるご審議を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４件が許可、農地法第４条で１件が許可相当、

農地法第５条の許可取り消しで１件が許可取り消し相当、農地法第５条で３件が

許可相当、相続税の納税猶予に関する適格者証明で１件が承認、生産緑地の取得

あっせんについて１件が承認されました。審議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、ありがとうございます。 

 以上をもちまして挨拶とさせていただきます。皆様、お疲れさまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

委員署名欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        議長承認欄 

 


