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平成２８年第１２回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成２８年１１月２５日（金） 午後１時３０分から４時００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（１７人） 

席次 氏  名 出欠 席次 氏  名 出欠 

１ 恩田 英世 欠 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後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 
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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１１月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） 

 （開会の宣言及び開会の挨拶） 

本日は恩田委員が欠席となりますが、１７名の委員の皆様がご出席となります。

よって、定足数に達しておりますので、本日の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。 

 １２番 鈴木敏弘委員、１３番 田中勝貴委員、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をいたします。 

  

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。 

 議案第１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

与の制限に該当しますので、退席をお願いいたします。 

  

 （○○委員退席） 
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議長  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「彦倉１丁目○○番」、地目「田」、地積「○

○平米」、「彦倉１丁目○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計２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と重複

しますので、省略させていただきます。 

 まず、申請地の場所でございますが、三郷市役所より二郷半用水通りへ出て北

に向かい、○○橋のところを左折します。そこから約２００ｍ行った北側の畑が

申請地となります。 

 （以降、農業従事日数、農機具保有状況、経営状況等を説明） 

 以上で説明を終了いたしますが、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） 
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議長  それでは、○○委員の入室をお願いいたします。 

  

 （○○委員入室） 

  

議長  続きまして、議案第１号２番から５番につきましては関連がございますので、

一括して審議をいたします。 

 それでは、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「采女新田字會野谷○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、理由「農業経営拡大」、経営面積「○○平米」。 

 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「采女新田字會野谷○○番」、地目「田」、地

積「○○平米」、理由「農業経営拡大」、経営面積「○○平米」。 

 ４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「采女新田字會野谷○○番」、地目「田」、地

積「○○平米」、同じく「采女新田字會野谷○○番」、地目「田」、地積「○○

平米」、計２筆の「○○平米」、理由「農業経営拡大」、経営面積は「○○平米」。 

 ５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「采女新田字會野谷○○番」、地目「田」、地

積「○○平米」、理由「農業経営拡大」、経営面積「○○平米」となっておりま

す。 

 こちらの案件につきましては、配付させていただきましたこちらの資料と一緒

にご確認していただきたいのですけれども、こちらの案件は○月に申請が出た案

件の北側の土地となります。農地法第３条第２項から説明させていただきます。 

 １号につきましては全部効率利用要件ということで、前回許可になった田○○

平米、畑○○平米、計○○平米がプラスとなっております。 

 そのほか農地法第３条第２項第５号の下限面積は５０ａ以上ですので、適法と

なっております。 

 ７号につきましては、地域の調和の要件に関してはこのような形で適法となっ

ております。 

 農地法第２条第３項につきまして、法人形態要件につきまして、法人化が平成

元年でございます。 

 １号、土地等の要件に関しましては主たる事業が農業関連事業であることとい

うことで、こちらも前回の申請したときと同じでございます。 

 構成員要件、役員要件等も資料のとおりなっております。 

 この案件につきましては、農地法第２条第３項各号及び第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。 
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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、ただいまから議案第１号２番、３番、４番、５番につきまして説明

させていただきます。 

 場所につきましては○○側道東側です。９００ｍほど行ったところに○○駅が

ございます。その手前の右側奥が今回の申請地でございます。前回の申請の１筆

離れたところという形になっております。 

 事務局のほうからの説明もございましたので、まず保有しているものといたし

ましてはリースでトラクターを借りるということでございます。所有で耕運機１

台という形になっています。 

 作付け計画といたしましては、ジャガイモと大根を収穫するという形になって

おります。 

 耕作者は○○さんになってございます。前回とほぼ同じというように考えてい

ただければと思います。 

 経営面積、田畑の割合につきましても皆様のお手元の資料通りです。 

 簡単ではございますが、これで説明を終わらせていただきます。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１号２番から５番につきまして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。 

 鶴岡委員。 

  

鶴岡委員 （挙手により質問） 

 確認ですが、報告事項の農地改良届出で○○さんが○○建設の○○さんに工事

請負をしているのですが、この方が農業従事する○○さんと同じ方ですか。 

  

戸邉委員  その件につきましては事務局のほうからご説明をお願いします。 

  

名川局長補佐  農地改良の届出につきましては、○○さんの耕作のために農地改良をする届出

になっています。これは○○建設さんというのは工事を請け負った業者扱いにな

ると考えています。耕作自体は○○さんがしていく申請です。 

  

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） 
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 地目がみんな田となっていますけれども、現況はどうなのでしょうか、ジャガ

イモをやるとかと言っていましたけれども。 

  

議長  戸邉委員、お願いします。 

  

戸邉委員  現時点では田になっております。 

  

矢野良委員  はい、わかりました。 

  

議長  補足で。 

  

名川局長補佐  事務局より説明させてもらいます。 

 今回の申請地は、現在田ということですが、今後は畑として耕作いくため、農

地改良申請を今後提出すると聞いております。既に、葛西土地改良区には、農地

改良しますという申請をしており、その写しは提出いただいております。 

 以上です。 

  

議長  ほかにございますか。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 まず、議案第１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。よって、承認といたします。 

  

 ２番 農業経営拡大  （賛成多数） 

  

議長  続きまして、採決いたします。 

 議案第１号３番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【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。よって、承認といたします。 
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 ３番 農業経営拡大  （賛成多数） 

  

議長  続きまして採決いたします。 

 議案第１号４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。よって、承認といたします。 

  

 ４番 農業経営拡大  （賛成多数） 

  

議長  採決をいたします。 

 議案第１号５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。よって、承認といたします。 

  

 ５番 農業経営拡大  （賛成多数） 

  

議長  続きまして、議案第１号６番、７番につきましては関連がございますので、一

括して審議いたします。 

 それでは、議案第１号６番、７番につきまして、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６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「新和５丁目○○番」、地目「畑」、

地積「○○平米」、理由「家庭内贈与」、経営面積「○○平米」。 

 ７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「新和５丁目○○番」、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。 

 この案件は私、岡庭の担当でございます。私から内容説明をさせていただきま

す。 
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 譲渡人、譲受人、また土地の表示、権利種類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。 

 申請地でございますが、お手元の地図にも出ておりますとおり、○○通りと○○

川のちょうど角から２枚目のところが申請地でございます。 

（以降、農業従事日数、農機具保有状況、経営状況等を説明） 

 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。 

  

議長  ただいま議案第１号６番、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。 

 矢野委員、お願いします。 

  

矢野良委員 （挙手により質問） 

 ６番と７番と分かれている理由がどうなのか、初めてだったので、事務局でお

願いします。 

  

名川局長補佐  こちらの案件は通常１件の案件だと思われます。代理人になぜ別々なのかと確

認しますと、当初は１筆分だけの申請で書類を作成したが、後からもう１筆分を

申請してほしいと依頼されたそうです。また、許可証については、それぞれ欲し

いということだったそうです。本来は１件で対応できるものだと考えております。 

  

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１号６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。 

  

 ６番 家庭内贈与  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第１号７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。 

  

 ７番 家庭内贈与  （全員賛成） 

  

議長  それでは、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、第４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、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４号２番から５番につきまして内容調査会を開催し、聞き取りを

行っておりますので、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。 

  

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「采女１丁目○○番」、地

目「畑」、地積「○○平米」、施設概要「住宅用地追認」でございます。 

 申請地の農地区分は、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。 

 この案件は千代田委員の担当でございます。千代田委員に内容説明をお願いい

たします。 

  

千代田委員  それでは、ただいまから議案第２号１番の説明をさせていただきます。 

 申請者の住所、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

いてもビデオのとおりでございますので、省略いたします。 

 まず、申請人の住所ですが、申請地の隣接東側でございます。 

 申請内容ですが、転用目的が宅地拡張でございます。今回の申請につきまして

は、市街化区域と調整区域の線引き前である昭和４５年８月２５日以前から宅地

の一部として居宅地と一体利用しております。この線引きの日を基準として後追

いの許可となりますが、追認による許可申請がされております。 

 申請地につきましては、当時から現在まで母屋と納屋がありました。しかし、

火災に遭って母屋が全焼してしまい、今回建てかえることになりました。 
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 申請理由といたしましては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。（以降、理由書朗読。） 

 隣地の同意は、西側隣接地は宅地であり、そのほか全て申請人の土地ですので、

不要となります。 

 利用計画につきましては、理由書にあるとおり、従来どおりの利用をしていき

たいという意向を伺っております。今回の申請地は○○平米となります。 

 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。よって、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（追認）  （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「賃貸借」、土地の表示「番匠免字内谷○○番」、地目「田」、地積

「○○平米」、土地の表示「茂田井字用水向○○番」、地目「田」、地積「○○

平米」、同じく土地の表示「茂田井字用水向○○」、地目「田」、地積「○○平

米」、計３筆の「○○平米」、施設の概要「駐車場用地」、取り消しの理由「都

合により」となっております。 

 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、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、ただいまから議案第３号１番のご説明をいたします。 

 この案件は、平成２８年８月の総会において許可された案件です。 

 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、○○通りを北上して、○○の向かいが申請地です。現在は農地

の状態です。 

 また、許可書の権利種類は賃貸であり、所有者は許可書のとおり、以前のまま

であり、賃貸借権は設定されておりません。 

 許可取り消しの理由は、借り主の都合により契約が解約となったためと聞いて

おります。 

 簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしく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。 

 矢野委員。 

  

矢野良委員 （挙手により質問） 

 事務局にお伺いしたいのですけれども、今回、借り主の都合ということでは、

仕方ないとは思いますが、１回許可を受けたものを取り消しした場合には、次に

申請を出すときには、１年以上置かなくてはいけないとか、そういうペナルティ

みたいなものは何かありますか。 

  

議長  では、事務局から。 

  

名川局長補佐  ペナルティ的なものはないかと考えられます。ただ、この後すぐ譲受人がまた駐

車場で借りたいと申請するときには取り消しした経緯や理由等も確認審査してい

くと考えております。 

  

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。 
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 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 駐車場用地（許可取り消し）  （全員賛成） 

  

議長  それでは、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「前間字江戸川通流作場○○番」、地目「畑」、

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種農地であると考えられ

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、内容説明を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、現地の説明に関しましても先ほどのビ

デオどおりでございますので、省略させていただきます。 

 申請内容といたしまして、転用目的が住宅用地、申請理由に関しましては理由

書が出ておりますので読み上げます。 

(理由書朗読) 

 利用計画としましては専用住宅２階建１棟、延べ床面積〇〇〇平米。隣地の同

意はございます。また、誓約書がございます。 

 許可開発要件としましては、譲受人の６親等内親族であるお父さまが、市街化

調整区域に合算２０年以上在住していることによるものです。 

 以上となります。ご審議のほどよろしくお願いします。 
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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す。 

  

名川局長補佐  議案第４号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「彦成５丁目○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、土地の表示「彦成５丁目○○番」、地目「田」、地積「○○

平米」、土地の表示「彦成５丁目○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計

３筆「○○平米」、施設概要「資材置場用地」。 

 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４号２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、省略いたします。 

 補足説明として、譲受人の補足説明をいたします。 
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 （以降、内容調査会にて聴き取り調査した内容を説明。） 

 利用目的は、資材置場です。理由書がございますので、読み上げたいと思います。 

（理由書朗読） 利用計画といたしまして、ＧＥＴ２４型型枠、トランスビームを

１．２ｍ、６ｍ、６，９６０個、足場板が２ｍから４ｍ、２万２，５６０枚、単管

パイプが１ｍから４ｍ、２万７，２００本。 

 被害防除といたしまして、北側、西側、東側、南側、新設土留め擁壁、緑地帯を

１ｍおきまして、鋼板塀２ｍ、南側に８ｍの出入り口を２カ所、場内は砂利敷き、

飛散防止アスファルト舗装。（資金計画について説明） 

 以上で説明を終わりたいと思います。 

  

議長  ありがとうございます。 

 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  ここで、おおむね１時間経過しましたので、暫時休憩といたします。再開時間

は２時４５分でお願いいたします。 

  

 【15分暫時休憩】 

  

議長  再開をいたします。 

 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３番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・

○○」、権利の種類「賃貸借」、土地の表示「彦倉１丁目○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、施設の概要「駐車場用地」。 
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 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。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は宮田委員の担当でございます。宮田委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

宮田委員  ただいまから議案第４号３番について説明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、土地の表示等は先ほど事務局どお

りなので、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

なので、省略させていただきます。 

 （以降、内容調査会にて聴き取り調査した内容を説明。） 

 申請理由について理由書がありますので読みあげます。 

（理由書朗読） 

 利用計画については、大型車６台、社員用６台。 

 隣地の同意はあり。 

 被害防除ですけれども、南側、既設ブロック４段積み、水路敷、間詰めコンクリ

ート打設、東側、新設ブロック３段積み、西側、新設ブロック３段積み、北側、新

設ブロック３段積み、出入り口、砂利飛散防止コンクリート舗装６ｍ掛ける９ｍ、

停止線、アイドリングストップ看板、砂利敷き、会社看板、それと車留めは単管パ

イプとのことです。 

（資金計画について説明） 

 以上です。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。 
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 ３番 駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４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４号４番、譲渡人３名いらっしゃいます。譲渡人住所・氏名「○○・○

○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、権利の種類「賃貸借」、土地の表示「彦

江１丁目○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、土地の表示「彦江１丁目○

○番」、地目「田」、地積「○○平米」、土地の表示「彦江１丁目○○番」、地

目「田」、地積「○○平米」、計３筆「○○平米」、施設概要「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、ただいまから議案第４号４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、施設概要につい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。また、申請地の場所でございますが、

ビデオのとおりであります。 

 譲受人の説明からいたします。（以降、内容調査会にて聴き取りした内容を説明。） 

 次に、申請内容の説明をいたします。 

 転用目的ですが、駐車場用地ということで、申請理由書が提出されておりますの

で読み上げます。 

（理由書朗読） 続いて、利用計画でございますが、中型貨物車１０台、普通貨物

車２８台、社員用１６台であります。また、利用時間帯につきましては朝６時ごろ

から夜８時ごろまでであります。 

 隣地の同意はあります。 

 続きまして、被害防除についてでございますが、北側、新設ブロック１段積み、

水路敷きに間詰めコンクリート打設、南側、新設ブロック１段積み、西側、新設ブ

ロック２段積み、水路敷き、間詰めコンクリート打設、東側、新設ブロック２段積

み、出入り口、幅６ｍ、砂利飛散防止コンクリート舗装、７ｍ掛ける６ｍ、停止線、

場内砂利敷き、アイドリングストップ看板、ブロックの上にパイプフェンスで約１．

２ｍの高さで囲うそうです。 

 その他の参考事項として、誓約書あり。 

 （資金計画について説明） 



17 

 以上で私からの説明を終了いたしますが、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４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 駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４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４号５番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」ほか１４名、譲受人住所・

氏名「○○・○○」、権利の種類「売買」、土地の表示「彦成２丁目○○番」、

地目「田」、地積「○○平米」、土地の表示「彦成２丁目○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、土地の表示「彦成２丁目○○番」、地目「田」、地積「○○

平米」、土地の表示「彦成２丁目○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、土

地の表示「彦成２丁目○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、土地の表示「彦

成２丁目○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、土地の表示「彦成２丁目○

○番」、地目「田」、地積「○○平米」、土地の表示「彦成２丁目○○番」、地

目「田」、地積「○○平米」、土地の表示「彦成２丁目○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、土地の表示「彦成２丁目○○番」、地目「田」、地積「○○

平米」、土地の表示「彦成２丁目○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、土

地の表示「彦成２丁目○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計１２筆「１

万○○平米」でございます。施設の概要「病院用地」となっております。 

 申請地の農地区分につきましては、市街地化の傾向が著しい区域内にある農地

であり、上水道とガス管が埋設されている幅員４ｍ以上の道路の沿道に隣接する

農地であり、おおむね５００ｍ以内に２つ以上の教育施設、医療施設があるため、
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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。 

 この案件は藤田代理の担当でございます。藤田代理に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

藤田 

会長職務代理 

 それでは、ただいまから議案第４号５番の説明をいたします。 

 申請地の所在、地番、面積、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事務局からの説明どおりですので、省略いたしま

す、また、現地につきましてもビデオどおりですので、省略いたします。 

 （内容調査会にて聴き取り調査した内容の説明。） 

 転用目的といたしまして、病院用地。理由書がきていますので朗読させていた

だきます。 

（以降、申請理由、利用計画、被害防除等について説明。） 

 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４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。 

  

 【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 病院用地  （全員賛成） 

  

議長  ここで暫時休憩といたします。再開時間３時２０分といたします。 

  

 【5分暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開します。 
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 ６番その他に移らせていただきます。 

 まず、最初に、三郷インター南部南土地区画整理事業につきまして、担当者か

ら説明がございます。よろしくお願いします。 

 それでは、担当者の方、自己紹介から入りまして、説明をお願いします。 

  

三郷インター

南部南土地区

画整理組合準

備会 

（担当者自己紹介、資料に基づき区画整理事業について説明。） 

  

議長  ありがとうございました。 

 ただいま概要につきまして説明が終わりました。もしご意見とか質問等ござい

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  それでは、以上をもちまして三郷インター南部南地区の概要の説明を終了とさ

せていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

  

 （三郷インター南部南土地区画整理組合設立準備会関係者、退席） 

  

議長  それでは、再開いたします。 

 続きまして、（２）審議会、協議会の報告につきましてございましたら、お願

いします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  その他の報告でもしございましたら、お願いいたします。 

  

 【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

いたします。 

  

浮田局長  それでは、事務局からの連絡事項について説明させていただきます。 

 ① 違反転用対策重点パトロールについて 

② 農地利用状況調査について 

③ 土地改良区との事務打ち合わせ会について 

④ 農業委員会の新制度移行に向けたスケジュールについて 
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⑤ 農業委員会手帳の配布について 

⑥ 平成２９年の総会等の日程について 

⑦ 職員の住所録について 

  

議長  ありがとうございました。 

 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でございます。 

① 活き活き農業体験 

 ② 限定特別純米酒「におどり」の販売 

  

議長  それでは、最後になりますが、総括的にもしございましたらお願いしたいと思

います。 

  

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７件が承認、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５件が許可相当となりました。

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。皆様お疲れさまでした。 
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