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平成２９年第１回三郷市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年１月２５日（水） 午後１時３０分から午後３時３０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４条の規定による許可申請書の取下願いについて 

     報告第４号 農地法第５条第１項第１号に基づく届出について 

     報告第５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６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 

  第６ その他 

     （１） 審議会、協議会の報告について 
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     （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２９年１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）  

  

議長  それでは、本日の出席委員は１８名でございます。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。 

  

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、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「彦糸２丁目○○番」、地目「田」、地積「○

○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、
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地目「田」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平

米」、計４筆「○○平米」、理由「家庭内贈与」、経営面積「○○平米」。 

 なお、こちらの案件について、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１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、経営面積につきましては、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。 

 補足といたしまして、現地ですが、吉川警察署の西側の道路を○○方面に向か

い○○ｍくらい行き、右折し、○○ｍ行った右側に並んでいる田んぼです。現在

田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） 

 以上で説明を終わらせていただきます。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１号１番の説明が終わりました。ご意見、ご質問の在る方は挙手

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、３番及び４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。 
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名川局長補佐  議案第１号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「○○・○○」、住所・氏名「○○・○○」、権利の種類「使

用貸借」、土地の表示「前間字村東○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、

同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、計３筆「○○平米」、理由「農業経営拡大」、経営面積「○

○平米」。 

 議案第１号３番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・

○○」、同じく住所・氏名「○○・○○」、権利の種類「交換」、土地の表示「前

間字江戸川通流作場○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、理由「交換」、

経営面積「○○平米」。 

 議案第１号４番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、同じく住所・氏名「○○・

○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、権利の種類「交換」、土地の表示「前

間字大堤通○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、理由「交換」、経営面積

「○○平米」。 

 ３番と４番が交換という案件となっております。 

 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  こちら譲渡人、譲受人、権利の種類、土地の表示、理由につきましては事務局

からのお話どおりですので、省略させていただきます。 

（以降、農機具保有状況、交換の理由、経営状況等を説明） 

 説明は以上となりますので、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２番、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。 

 矢野良委員。 

  

矢野良委員 （挙手により質問） 

 農業従事日数は言ってなかったと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

  

鈴木智之委員  まず、○○さんですが、従事日数が１１０日、奥様の○○さんが１１０日、息

子さん○○さん、６０日、息子さんの奥様○○さんが３０日です。 

 ○○さんに関しましては、○○さんご本人が７０日、お母様の○○さんが２５
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０日とのことでした。 

 以上です。 

  

矢野良委員  わかりました。 

  

議長  そのほかございますか。 

 浅香委員。 

  

浅香委員 (挙手により質問） 

 事務局にお聞きしたいのですけれども、普通買うときは５０アール以上ないと

土地を買えないということですが、交換でも５０アールないと交換できないとい

うことでよろしいですか。 

  

名川局長補佐  交換に関しましても５反要件は関係してきますので、片一方の方が５反を満た

さない場合は、３条の許可要件を満たしていないと考えます。 

 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 経営規模拡大  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、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 交換  （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 交換  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第１号５番及び６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５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「谷口字木之下○○番」、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、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「谷口字木之下○○番」、

地目「田」、地積「○○平米」、理由「家庭内贈与」、経営面積「〇〇平米」。 

 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５番、及び関連がございますので、議案第

１号６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。 

 （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、議案第１号５番及び６番の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５番、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。 
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 【挙手なし】 

  

議長  質疑を打ち切ります。 

 議案第１号５番の採決をいたします。 

 それでは、議案第１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。よって、承認をいたします。 

  

 ５番 家庭内贈与  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第１号６番の採決をいたします。 

 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７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「花和田字関内○○番」、地目「畑」、

地積「○○平米」、理由「農業経営拡大」、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７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。 
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 （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。 

  

 【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。よって、承認をいたします。 

  

 ７番 農業経営拡大  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第１号８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８番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、同じく住所・氏名「○○・

○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、権利の種類「売買」、土地の表示「彦

音２丁目○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計３筆

「○○平米」、理由「農業経営拡大」、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１号８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、農業従事日数、農機具保有状況、経営状況等を説明） 
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 以上で説明を終了させていただきますが、よろしくご審議のほどお願いいたし

ます。 

  

議長  それでは、事務局から補足説明させていただきます。 

  

名川局長補佐  なお、こちらの案件でございますけれども、先月申請があった案件でございま

す。先月は所有する○○市の農地で違反状態があったということでしたが、今回、

再度、○○市農業委員会に確認したところ、違反状態であった農地について、「是

正されて農地の状態に戻ったことを確認しました。」と○○市農業委員会から報

告を受けております。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第１号８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８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。 

  

 ８番 農業経営拡大  （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。 

 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番及び議案第３号１番、３番、４番につきまして内容調査会を行っており

ますので、報告いたします。 
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 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「○○・○○」、同じく住所・氏名「○○・○○」、同

じく住所・氏名「○○・○○」、同じく住所・氏名「○○・○○」、土地の表示

「花和田字関内○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、施設の概要「駐車場

用地（貸施設）」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２号１番の説明をいたします。 

 申請人、土地の表示、施設概要については、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。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。 

 申請地が貸施設となっておりますので、借り主について、内容調査会において

聞き取りした事柄について説明いたします。 

 （以降、内容調査会にて聞き取りした会社概要等を説明） 

転用目的が駐車場用地ということで、理由書が届いておりますので読み上げま

す。（理由書朗読） 

 次に、利用計画についてですが、普通車３台、２トン車１台が〇〇会社の車で

す。軽自動車２台が〇〇会社にお勤めの方の所有車となります。合計６台となり

ます。 

 次に、被害防除ですが、北側、新設コンクリート板土どめ、西側、隣地既設ブ

ロック３段積み、南側、新設転落防止フェンスＨ１．２ｍ、水路際、コンクリー

ト打設、出入り口、新設ボックスカルバート敷設、東側、新設コンクリート板土

どめ、敷地内砂利敷きです。停止線、会社看板及びアイドリングストップ看板を

つけるそうです。 

 その他参考事項として、誓約書あり。 

 （資金計画について説明） 

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。 
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 恩田委員。 

  

恩田委員 （挙手により質問） 

 ちょっと確認なんですけれども、報告第３号の取り下げですか、それと今回の

これですけれども、どのように変更があったのでしょうか。 

  

議長  事務局でお願いします。 

  

名川局長補佐  先月の総会の直前に取下願の提出がありました。前回は総会当日までに一部資

料が用意出来なかったため、取り下げとなりました。今月は資料が用意できたと

いうことで、あらためて申請が提出された経緯でございます。 

 以上です。 

  

議長  よろしいですか。 

  

恩田委員  はい。 

  

議長  そのほかございますか。 

 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） 

 確認なんですけれども、さっきビデオ撮影の映像を見た限り、もう既に駐車場

になっているように見えたのですが、いかがでしょうか。 

  

議長  では田中委員から。 

  

田中委員  申請地は畑として、５０ｍくらいのパイプハウスがありました。そこを申請地

部分のパイプハウスを事前に撤去しています。駐車場としては全然使用しており

ません。 

 以上です。 

  

議長  私も現地を確認しておりますが、３棟あったパイプハウスを、敷地内３００平

米分撤去しており、その跡地がそういう形で見えていると考えられます。 

 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２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。原案のとおり許可相当として意見を付し

て、県知事に送付いたします。 

  

 １番 駐車場用地（貸施設）  （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

の種類「売買」、土地の表示「新和５丁目○○番」、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。 

 それでは、議案第３号１番の説明をさせていただきます。 

 申請地及び概要につきましては、事務局、ビデオのとおりでございます。 

 （以降、内容調査会にて聞き取りした会社概要等を説明）  

理由といたしまして、現在、新和３丁目〇〇番に〇〇平米の借り入れで駐車場

を使用しておりますが、業務拡大ということで車両の増加が見込まれ、手狭にな

ってしまったために今回の申請となりました。現在〇〇平米で、今回の申請が〇

〇平米でございます。予定される台数でございますが、冷蔵冷凍車８台、バンが

６台、キャブオーバーが４台でございます。 

 そして被害防除でございますが、東西南北全てブロック３段積み、その上にネ

ットフェンス１．２ｍでございます。南側につきましては水路がございまして、

その間にコンクリートを打設して雑草が繁茂しないようにする。西側につきまし

ては隣地が畑となっております。そのところにつきましては幅２４０ｍｍのＵ字

溝を設置します。敷地内は砂利敷きでございますので、西側に約２％の傾斜をつ

けて排水をする。最終的に集水ますで排水路に流すということでございます。東

側につきましては、同じくブロック３段、ネットフェンス１．２でございます。
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北側につきましては出入り口がございまして、そちらは８ｍの舗装ということで

ございます。 

 また、参考までに、停止線、連絡先看板、アイドリングストップ看板、照明灯

６基でございまして、隣地に畑がございますので、照明灯の向きにつきましても

ご配慮いただくということでございます。 

 （資金計画について説明） 

 私からの説明は以上とさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたしま

す。 

  

議長  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 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２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「小谷堀字鯛沼○○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。鈴木智之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、内容説明をさせていただきます。 

 譲渡人、譲受人、権利の種類、土地の表示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。 

 （譲受人について説明）  

 申請理由で理由書が出ていますので、読み上げたいと思います。 

（理由書朗読） 

 こちら利用計画といたしまして、２階建て、建築面積〇〇平米、延べ床面積〇

〇平米です。 

 隣地の同意はございます。 

 隣地、北側隣接は申請者のご実家ということで、被害防除の関係は特になしと

いうことです。西側もご実家の畑となっていますので、被害防除なしです。南側

は三郷市市道、東側、同じく三郷市市道なんですけれども、こちらも被害防除は

なしということです。 

 隣接地と敷地全体がフラットで、盛り土も行わず、囲いはつくらないとのこと

でした。 

 汚水は合併浄化槽５人槽、処理後、東側三郷市道側溝へ放流、雨水は浸透ます

を設置して、オーバーフロー分を同じく東側三郷市道側溝へ放流。 

 誓約書あり。 

 （資金計画について説明） 

 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。 

 それでは、議案第３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 住宅用地  （全員賛成） 



15 

  

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。 

  

名川局長補佐  議案第３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「笹塚字申切○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計２筆

「○○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。 

 この案件は矢野薫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。 

  

矢野薫委員  それでは、ただいまから議案第３号３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どおりでございますので、省略いたします。 

 （以降、内容調査会にて聞き取りした会社概要等を説明） 

 申請内容ですが、転用目的が駐車場用地で、申請理由と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。（理由書朗読） 

 続いて、会社から申請地までの距離及び時間ですが、３ｋｍで所要時間は１０

分でございます。 

 利用計画としては大型車４台、社用車１１台、社員の車１１台となっておりま

す。 

 隣地の同意については提出をいただいております。 

 続いて、被害防除ですが、南側、新設Ｈ鋼と鋼板にて土どめ、単管パイプ、高

さが１．３ｍ、東側、西側、北側ともに、南側と同じく新設Ｈ鋼と鋼板にて土ど

め、単管パイプ、高さ１．３ｍ、出入り口は８ｍ、水路専用のコンクリート床板、

砂利飛散防止コンクリート、舗装１０ｍ掛ける６ｍ、停止線、敷地内、砂利敷き、

会社看板、アイドリングストップ看板、照明灯３基設置するとのことです。以上

が被害防除の説明でございます。 

 その他でございますが、誓約書をいただいております。 

（資金計画について説明） 

 なお、許可後については、現在使用している駐車場は引き続き使用する予定で

あると聞いております。 

 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。 
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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。 

  

 【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  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４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「半田字三尺外○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、同じく

「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計３筆の○○平米、施設の概要「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４番について説明をさせていただきます。 

 譲渡人、権利の種類、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。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。 

 （以降、内容調査会にて聞き取りした会社概要等を説明） 

 今回の転用目的は駐車場でございます。 

 ここで、理由書が提出されておりますので、読ませていただきます。 
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（理由書朗読） 

 利用計画といたしましては、貨物車（コンテナを含む）６台、貨物トラック２

台をこちらの申請地に置くという計画でございます。また、駐車場もふえました

ので、今後はできれば車両もふやしていきたいというお話でございました。 

 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、隣接は三郷市市道でございます。こちらは中

心点より２ｍセットバックしていただいております。北側、東側、南側、全て新

設コンクリート土どめ、砂利どめ板で単管パイプというような形になっておりま

す。西側につきましては県道でございますので、砂利どめ板と単管パイプとなっ

ております。 

 敷地内にはアイドリングストップ看板２枚、会社案内板を置きます。出入り口

８ｍにチェーンにて施錠、砂利飛散防止コンクリート舗装が１０ｍ掛ける１０ｍ

で、停止線となっております。 

 誓約書はございます。 

 （資金計画について説明） 

 以上で説明を終わります。 

  

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。 

 それでは、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 駐車場用地  （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。２時５０

分再開でお願いします。 

  

 【１０分暫時休憩】 

  



18 

議長  再開いたします。 

 (１)審議会、協議会の報告につきまして、１つ目、三郷市農政審議会につきまし

て、鈴木智之委員、お願いします。 

  

鈴木智之委員  （１月２４日 三郷市農政審議会、 鈴木智之委員、篠田委員出席） 

  

議長  ありがとうございます。 

 そのほか審議会、協議会についてございましたら、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、その他ということで、その他の報告事項、まず１つ目、

四市町農政研究会につきまして、藤田代理から報告をお願いします。 

  

藤田 

会長職務代理 
 （１月１８日 四市町農政研究会、 岡庭会長、藤田職務代理出席） 

  

議長  ありがとうございます。 

 その他で報告がございましたら、挙手にてお願いしたいと思います。 

 矢野委員、お願いします。 

  

矢野良委員 （挙手により報告） 

 【１月２２日（日）農業共済組合の役員等改選会の会議について報告】 

  

議長  その他で報告ございますか。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  それでは、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  事務局からの連絡事項について説明いたします。 

①埼葛地方協議会農業委員会会長・局長合同視察研修 ２月１日 

②埼葛地方協議会農業委員会・農地利用最適化推進委員等研修会 ２月１４日 

③三郷市農業委員会日帰り研修 ２月２８日 

④収入保険制度 

⑤農業委員会の新年会 

  

議長  ありがとうございます。 

 それでは、続きまして農業振興課からの連絡事項につきまして、補佐のほうか
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らお願いします。 

  

名川局長補佐  農業振興課からの連絡事項  

①みさと農政だよりの発行     ２月中旬予定 

②枝豆センチュウ対策研修会   ２月２０日 さいかつ農業協同組合彦成南支店 

③認定農業者の認定式         ２月２３日 市役所庁議室 

④三郷市農業再生協議会の開催 ２月２７日 市役所全員協議会室 

⑤三郷市農業青年会議所地産地消推進事業（食育）２月２８日 前間小学校の生

徒を対象 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 それでは、その他のほうも終了とさせていただきます。 

 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】 

  

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。 

 閉会に当たりまして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８件が承認、農地法第４条で１件が許可相当、農地法第５条で４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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