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平成２９年第２回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成２９年２月２４日（金） 午後１時３０分から ４時１５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 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５号 生産緑地の取得のあっせんについて 
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     議案第６号 農地法第６条の規定による農地所有適格法人の報告等にかかる要件確認 

           について 

  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 

    

 

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２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） 

(開会宣言並びに開会のあいさつ) 

 

  

議長  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。 

 １８番 浅香委員、１番 恩田委員、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。 

 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「〇〇・〇〇」、譲受人２名いらっしゃいます。

住所・氏名「〇〇・〇〇」、住所・氏名「〇〇・〇〇」、権利の種類「贈与」、

土地の表示「幸房字中三尺道外〇〇番」、地目「田」、地積「〇〇平米」、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、〇〇の信号手前を東に約１００ｍ進んだ

北側の田んぼが申請地となります。 

 (以降申請人、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番については関連がございますので、
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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「〇〇・〇〇」、譲受人住所・氏名「〇〇・

〇〇」、権利の種類「賃貸借」、土地の表示「花和田字上河原通〇〇番」、地目「畑」、

地積「〇〇平米」、同じく「〇〇番」、地目「畑」、地積「〇〇平米」、計２筆「〇

〇平米」、理由「農業経営拡大」、経営面積「〇〇平米」。 

 議案第１号３番、譲渡人住所・氏名「〇〇・〇〇」、譲受人、住所・氏名「〇

〇・〇〇」、権利の種類「贈与」、土地の表示「谷口字助野〇〇番」、地目「田」、

地積「○○平米」、理由「家庭内贈与」、経営面積「〇〇平米」。 

 議案第１号４番、譲渡人住所・氏名「〇〇・〇〇」、譲受人住所・氏名「〇〇・

〇〇」、権利の種類「贈与」、土地の表示「谷口字助野〇〇番」、地目「田」、

地積「〇〇平米」、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２番、並びに関連がございますので、３番、

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、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。 

 まず、申請地の場所でございますが、議案第1号２番の花和田字上河原通につい

ては、三郷市役所より二郷半用水へ出て、〇〇を左折し、南へ約２５０ｍ進み、

〇〇橋のところを右折します。そこから約３００ｍ進んだ十字路を左折し、約３

０ｍ進むところに新設道路が建設中です。その道路の西側に約５０ｍ進んだ南側

が申請地となります。 

 次に、３番及び４番の場所でございますが、先ほどの〇〇橋の北側の花和田下

橋を東に約１００ｍ進んだ南側の２筆が申請地となります。 

 （以降申請人、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、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】 
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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 農業経営拡大  （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 家庭内贈与  （全員賛成） 

  

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１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１号５番、譲渡人住所・氏名「〇〇・〇〇」、譲受人住所・氏名「〇〇・

〇〇」、権利の種類「贈与」、土地の表示「谷口字助野〇〇番」、地目「田」、

地積「〇〇平米」、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。 
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 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番の説明をいたします。 

 譲受人、譲渡人、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。 

 まず、申請地の場所ですが、三郷市役所より二郷半用水通りへ出て、ファミリ

ーマートを左折し、南へ約１５０ｍ進み、〇〇のところを左折します。そこから

約１５０ｍ進んだ南側が申請地でございます。 

 （以降申請人、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１号５番に賛成の方の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３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３号、３番、６番、８番につきまして内容調査会を開催しており

ますので、よろしくお願いします。 
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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「〇〇・〇〇」、土地の表示「彦成２丁目〇〇番」、地

目「畑」、地積「○○平米」、施設概要「敷地拡張（テニスコート）」。 

 申請地の農地区分につきましては、農用地区域外にある農用地であり、良好な

営農条件を備える農地として、その規模がおおむね１０ｈａ以上であるため、第

１種農地であると判断されます。 

 なお、第１種農地は原則不許可となりますが、申請地は農地法施行規則第３５

条第５号の既存の施設の敷地の拡張に該当し、拡張に係る部分の敷地の面積であ

る既存の施設の敷地の面積の２分の１を超えないものに該当するため、不許可の

例外に該当すると判断されます。 

 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２号１番の説明をいたします。 

 申請人の住所、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、現地についてもビデオどおりなので、説明を省

略いたします。 

それでは、申請内容としまして、転用目的が敷地拡張のテニスコート、申請理

由が届いていますので、読み上げます。 

（理由書朗読） 

 利用計画として、隣接テニスコートと一体利用、メンテナンス管理用地。 

 隣地の同意あり。 

 被害防除として、敷地内舗装、隣地境、新設コンクリートブロック２段積み、

メッシュフェンス、高さ１．２ｍ。 

 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） 

 これ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。 
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 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 敷地拡張（テニスコート）  （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「〇〇・〇〇」、譲受人住所・氏名「〇〇・〇〇」、住

所・氏名「〇〇・〇〇」、権利の種類「使用貸借」、土地の表示「岩野木字三尺

内〇〇番」、地目「田」、地積「〇〇平米」、同じく「〇〇番」、地目「田」、

地積「〇〇平米」、計２筆「〇〇平米」、施設概要「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、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、ただいまから議案第３号１番について説明させていただきます。 

 申請人、権利種類、土地の表示、施設概要については事務局の朗読のとおりで

す。省略させていただきます。また、現地についてもビデオのとおりですので、

省略させていただきます。 

 現地は、田んぼの状態で、作付はしておりませんけれども、年に１回、２回刈

ってあるのかなという状態でした。 

 （譲受人について説明） 

 そして転用目的が住宅用地、申請理由については、理由書が出ておりますので、

読み上げさせていただきます。（理由書朗読） 

 そして利用計画が木造２階建て、建築面積が〇〇㎡、延べ床面積が〇〇㎡でご

ざいます。 

 隣地の同意はあります。 
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 被害防除としては、雨水は敷地内自然浸透、汚水は排水管南側隣地通過（同意

済み）、そこを通過して下水道本管へ接続ということであります。 

 その他参考事項といたしまして、誓約書あり。 

 （資金計画について説明） 

 それと開発許可要件ですが、父親の〇〇さんが調整地区に２０年以上居住して

いるということであります。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いします。 

  

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 住宅用地  （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します。 

  

名川局長補佐  議案第３号２番、譲渡人住所・氏名「〇〇・〇〇」、譲受人、２名いらっしゃ

います。住所・氏名「〇〇・〇〇」、住所・氏名「〇〇・〇〇」、権利の種類「使

用貸借」、土地の表示「岩野木字三尺内〇〇番」、地目「田」、地積「〇〇平米」、

同じく「〇〇番」、地目「田」、地積「〇〇平米」、計２筆「〇〇平米」、施設

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
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します。 

  

矢野良委員  それでは、ただいまから議案第３号２番の説明をさせていただきます。 

 申請人、権利種類、土地の表示、施設概要につきましては事務局の朗読のとお

りでございます。また、現地はビデオのとおりでありますので、省略させていた

だきます。 

 この現地は、先ほどの１番の隣でございます。 

 転用目的が住宅用地、申請理由、別紙理由書は先ほどの３号１番の理由書と変

わりませんので、省略させていただきます。 

 利用計画が木造２階建て、建築面積〇〇㎡、延べ床面積が〇〇㎡。 

 隣地の同意はあります。 

 被害防除といたしましては、雨水は敷地内自然浸透、汚水は排水管から汚水最

終ますを通りまして下水本管へ接続ということであります。 

 その他参考事項としまして、誓約書あり。 

 （資金計画について説明） 

 先ほどと同じように開発許可要件が、親である〇〇さんが２０年、調整区域に

居住ということであります。 以上で説明を終わります。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。 

 鈴木委員、お願いします。 

  

鈴木敏弘委員 （挙手により質問） 

 先ほどの１番を含めて譲受人、譲渡人の年齢を教えてください。 

  

議長  今、事務局で報告いたします。 

  

名川局長補佐  議案第３号１番譲受人○○さんが昭和○○年生まれ、○○さんが昭和○○年生

まれとなっております。 

 議案第３号２番譲受人○○さんが昭和○○年生まれ、○○さんが昭和○○年生

まれとなっております。 

 譲渡人○○さんは昭和○○年生まれです。 

  

議長  そのほかございますか。 

 田中委員。 

  

田中委員 （挙手により質問） 

 被害防除ですが、汚水と雨水のみで、周りに例えばブロック塀とかというよう
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なものはありますか。 

  

矢野良委員  特になしということで書いてあります。 

  

名川局長補佐   今回の筆ですけれども、田んぼ１枚、１，０００平米のところを３筆にして、

南側から議案第３号２番、真ん中の土地が議案第３号１番という形になります。

そこに関しては境界はつくらないということです。一番北側の約３００平米く

らい残るところがございますけれども、そこは譲渡人所有の土地で、ブロック

塀等の境はつくらないという申請が開発指導課にも提出されております。 

  

議長  よろしいですか。 

  

田中委員  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） 

  

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「〇〇・〇〇」、譲受人住所・氏名「〇   

〇・〇〇」、権利の種類「賃貸借」、土地の表示「彦成２丁目〇〇番」、地目

「畑」、地積「〇〇平米」、同じく「〇〇番」、地目「畑」、地積「○○平米」、  

計２筆「○○平米」、施設の概要「店舗用地」。 

 申請地の農地区分につきましては、農用地区域外にある農地であり、良好な 

営農条件を備える農地として、その規模がおおむね１０ｈａ以上であるため、 

第１種農地であると判断されます。 
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  なお、第１種農地は原則不許可となりますが、当該施設は農地法施行規則第 

３５条第４号の流通業務施設、休憩所、給油所、その他これらに類する施設に 

該当するため、不許可の例外に該当すると判断されます。 

 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３号３番の説明をいたします。 

 申請地の住所、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ございますので、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。 

（以降、内容調査会にて聞き取りした会社概要等を説明）  

転用目的が飲食店。 

 別紙申請理由が届いていますので、読み上げます。（理由書朗読） 

 利用計画としまして、飲食店舗１棟、木造平家建て、建築面積〇〇平米、延べ

床面積〇〇平米、物置１棟、プレハブ、建築面積〇〇平米、駐車台数２４台、駐

輪台数８台。 

 隣地の同意は必要なしです。 

 被害防除としまして、汚水は合併処理浄化槽を設置し、北側通路へ排水、雨水

は浸透ますから水路に放流。グリストラップ設置、敷地内浸透アスファルト舗装、

西側、コンクリートブロック３段積み、フェンス、Ｈ１．２ｍ、東側、植樹帯用

コンクリートブロック、北側、水路側コンクリート打設。 

 （資金計画について説明） 

 道路工事施工承認済みです。 

 農地区分は第１種農地ですが、先ほど名川補佐から説明があったとおりなので、

省略いたします。 

 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。 

 矢野良委員、お願いします。 

  

矢野良委員 （挙手により質問） 

 店舗の名前がわかりましたら、教えてください。 

  

藤田 

会長職務代理 

 ○○です。 
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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） 

 合併浄化槽、何人槽になっているか、教えてください。 

  

藤田 

会長職務代理 

 １００人です。 

 

  

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 店舗用地  （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「〇〇・〇〇」、譲受人住所・氏名「〇〇・

〇〇」、権利の種類「使用貸借」、土地の表示「後谷字大場添〇〇番」、地目「田」、

地積「〇〇平米」、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。 
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鈴木智之委員  それでは、議案第３号４番について説明いたします。 

 譲渡人、譲受人、権利種類、土地の表示、施設概要につきましては事務局から

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ございますので、省略させていただきます。 

 （譲受人について説明） 

転用目的は、住宅用地。 

 理由書が提出されております。（理由書朗読） 

 利用計画としましては木造２階建て、建築面積〇〇平米、延べ床面積〇〇平米

です。 

 隣地の同意はありで、被害防除ですが、南側、新設コンクリートブロック４段

積み、北側は譲渡人の畑ということで被害防除はなしです。東側道路面、特にな

し。西側、新設コンクリートブック２段積み、一部既設コンクリートブロック、

雨水は新設浸透升､オーバーフロー分を東側水路に放流、汚水は合併浄化槽７人

槽、処理後東側水路に排水。 

 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） 

 開発許可要件としまして、〇〇さんの６親等内の親族である義理の母親、〇〇

さんが２０年在住しております。 

 何とぞ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。 
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名川局長補佐  議案第３号５番、譲渡人住所・氏名「〇〇・〇〇」、譲受人住所・氏名「〇〇・

〇〇」、権利の種類「売買」、土地の表示「采女１丁目〇〇番」、地目「田」、

地積「〇〇平米」、施設概要「共同住宅用地」。 

 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、議案第３号５番の説明をいたします。 

 譲渡人、譲受人及び権利種類、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。現地もビデオどおりですので、省略いたします。 

 別紙理由書を読み上げさせていただきます。（理由書朗読） 

 利用計画としまして、木造２階建て、建築面積〇〇平米、延べ床面積〇〇平米。 

 隣地の同意は必要なしです。 

 被害防除としまして、北側、新設コンクリートブロック１段積み、西側、新設

コンクリートブロック１段積み、東側、既設コンクリートブロック１段積みとな

っております。南側、隣地境界新設コンクリートブロック１段積み、汚水は合併

浄化槽１４人槽、処理後、南側Ｕ字溝へ排水、雨水は雨水浸透ますから南側Ｕ字

溝へ排水いたします。敷地内は砂利敷きであります。 

 誓約書あり。 

 （資金計画について説明） 

 開発許可条件として、土地計画法３４条１２号、三郷市土地計画法に基づく開

発許可等の基準に関する条例第３条第１項第４号、法律により土地を収用するこ

とができる事業の施行に伴い、自己の所有する建築物の移転または除去するもの

が、当該建築物と同一の用途の建築物を建築する目的で行う開発行為であります。 

 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。 

  

 【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。 
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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

て県知事に送付をいたします。 

  

 ５番 共同住宅用地  （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。開会時間

は２時５５分でお願いいたします。 

  

 【 20 分暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開をいたします。 

 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６番、譲渡人、３名いらっしゃいます。住所・氏名「〇〇・〇〇」、

住所・氏名「〇〇・〇〇」、住所・氏名「〇〇・〇〇」、譲受人住所・氏名「〇

〇・〇〇」、権利の種類「賃貸借」、土地の表示「番匠免２丁目〇〇番」、地目

「田」、地積「〇〇平米」、「〇〇番」、地目「田」、地積「〇〇平米」、「〇

〇番」、地目「田」、地積「〇〇平米」、計３筆の「〇〇平米」。施設概要「資

材置き場用地」。 

 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、施設概要については

先ほど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

明についてもビデオどおりですので、省略させていただきます。 

 それでは、まず、申請人の〇〇の説明を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） 

 続きまして、理由書が届いておりますので、読み上げさせていただきます。 

（理由書朗読） 
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 続きまして、被害防除ですが、北側、新設ブロック、鋼板、Ｈ３ｍ、出入り口、

６ｍ掛ける１０ｍ、コンクリート舗装、停止線、アコーディオンゲート、アイド

リングストップ看板、照明灯、会社看板、西側、東側、新設ブロック、鋼板、Ｈ

３ｍ、南側、新設Ｌ型擁壁、鋼板、水路境界線、Ｈ鋼コンクリート土どめ、敷地

内は砂利敷きです。 

 その他、参考事項としまして、誓約書あり。 

 （資金計画について説明） 

 その他、申請人譲渡人からの理由書が届いておりまして、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が、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。 

 浅香委員。 

  

浅香委員 （挙手により質問） 

 資材置き場ということですが、どういうものを置くか。 

  

篠田委員  支柱と張出ブラケット、アルミ階段、手すり、単管パイプ、足場板、シート、

ラッセルネット、ブラケット、ジャッキ、エコプレート等です。 

 以上です。 

  

議長  よろしいですか。 

  

浅香委員  はい。 

  

議長  そのほかございますか。 

  

矢野薫委員 （挙手により質問） 

 周りを３ｍの鋼板で囲うという感じですけれども、こういった３ｍの高い鋼板

で囲まれると中で何をやっているかわからないということがあるかなと思いま

す。以前そういう話が出たことがあるかと思いますけれども、開発の指導とか、

そういったものはどういうふうになっているか、わかりましたら、教えていただ

きたいのですけれども。 

  

名川局長補佐  今回、資材置き場ということで、三郷の場合、開発要件は建物が建築されたと

きだけになります。駐車場、資材置き場等の場合は開発要件等がかってこないと

いうことになります。 

 今回、申請がきた段階で、開発指導課、クリーンライフ課、あと土木関係の課
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には申請内容を案内させていただき、意見をもらっております。この案件につい

て内容調査会を行っていますので、申請者には各課の意見としてお伝えさせてい

ただいておりますけれども、鋼板塀に関しては指摘はいただいてないという状況

です。 

  

矢野薫委員  ３ｍ未満に抑えてくれということにはなっているのですか。 

  

名川局長補佐  今回申請は３ｍだったので、それに関しては指摘等はございません。 

  

矢野薫委員  わかりました。 

  

議長  補足しますと、今回の申請地の東側が道路になります。北側も道路になります。

西側が資材置き場になっておりまして、特に周りの農地には影響ないということ

で３ｍでみております。隣地に農地がある場合は、日照の関係で、極力内容調査

会で２ｍにしてくださいという要望は出します。一応お願いはします。今回は今

言ったように道路、道路、資材置き場という形で、特に日照に影響はないので、

３ｍという形で図面としてはみております。 

 その他ございますか。 

  

 【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】 

  

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 資材置場用地  （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。 

  

事務局  議案第３号７番、譲渡人、２名いらっしゃいます。住所・氏名「〇〇・〇〇」、

住所・氏名「〇〇・〇〇」、譲受人住所・氏名「〇〇・〇〇」、権利の種類「売

買」、土地の表示「栄４丁目〇〇番」、地目「畑」、地積「〇〇平米」、施設概

要「敷地拡張、事務所用地の敷地拡張」となります。 
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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。 

 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いたし

ます。 

  

恩田委員  ただいまより、議案第３号７番の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、施設概要は事務局の説明どおりで

す。また、現地はビデオどおりですので、省略します。 

 （以降、譲受人の会社概要等を説明） 転用目的は事務所用地。理由書が届い

ておりますので、読み上げます。 

（理由書朗読） 

 申請内容で、利用計画は建設予定、鉄骨造り２階建て、建築面積〇〇平米、延

べ床面積〇〇平米、隣地既設建物、鉄骨造り平家建て、建築面積〇〇平米、延べ

床面積〇〇平米。 

 隣地の同意はあります。 

 被害防除は、北側、新設コンクリートブロック３段積み、メッシュフェンス、

高さ０．８ｍ、西側、新設コンクリートブロック３段積み、メッシュフェンス、

高さ０．８ｍ、汚水は浄化槽３０人槽で処理後、雨水は浸透ますからともに南側

Ｕ字溝に放流。 

 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） 

 農地区分は第２種農地、都市計画法３４条１２号、三郷市都市計画法に基づく

開発許可等の基準に関する条例第３条第１項第８号、現に存する自己の居住、ま

た業務用に供する建築物を、同一の用途の建築物を建築する目的でその敷地を拡

張する開発行為に該当します。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

  

議長  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。 

  

 【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。 
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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

て県知事に送付をいたします。 

  

 ７番 敷地拡張（事務所用地）  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第３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３号８番、譲渡人、４名いらっしゃいます。住所・氏名「〇〇・〇〇」、

住所・氏名「〇〇・〇〇」、住所・氏名「〇〇・〇〇」、住所・氏名「〇〇・〇

〇」、譲受人住所・氏名「〇〇・〇〇」、権利の種類「賃貸借」、土地の表示「花

和田字関内〇〇番」、地目「田」、地積「〇〇平米」、同じく「〇〇番」、地目

「田」、地積「〇〇平米」、同じく「〇〇番」、地目「田」、地積「〇〇平米」、

同じく「〇〇番」、地目「田」、地積「〇〇平米」、同じく「〇〇番」、地目「田」、

地積「〇〇平米」、計５筆の「〇〇平米」、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３号８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、

ビデオのとおりでございます。 

 （以降、内容調査会にて聴き取りして会社概要等を説明） 

 

 続きまして、申請内容の説明をいたします。 

 転用目的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） 

 続きまして、利用計画ですが、先ほど所有している車両全部と社員の車２６台

です。 

 次に、営業所から申請地までの距離及び時間については７００ｍ、時間は車で
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３分です。 

 次に、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、新設コンクリートブロ

ック１段、鋼板擁壁、Ｈ３ｍ、出入り口、６ｍ掛ける１０ｍ、コンクリート舗装、

停止線、アコーディオンゲート設置、会社看板、西側、新設コンクリートブロッ

ク１段、鋼板擁壁３ｍ、アイドリングストップ看板、東側、新設コンクリートブ

ロック１段、鋼板擁壁３ｍ、アイドリングストップ看板、南側、新設コンクリー

トブロック１段、鋼板擁壁３ｍ、敷地内砂利敷き、照明灯３基設置。 

 また、道路も狭いので、敷地のセットバックを要望したところ、５０㎝後退し

ていただけると承知していただきました。 

 次に、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） 以

上で私からの説明を終了いたしますが、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３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。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。 

  

 ８番 駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４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「相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて、」 

(議案書に従い、議案第４号第１番の被相続人、相続人、申請地、経営面積、相続

開始年月日を読み上げ) 

 以上です。 
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議長  ありがとうございます。 

 この案件は内田委員の担当でございます。内田委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

内田委員  それでは、議案第４号１番についてご説明申し上げます。 

 相続人、〇〇さん、〇〇歳、住所、葛飾区高砂２丁目〇〇番〇〇号、です。 

 土地につきまして、鷹野２丁目○○番、○○番につきましては、市役所から高

州方面へ中央通りを向かいまして、〇〇交差点入り口の２つ手前の交差点を右に

入りまして５０ｍくらい行った左側にございます。また、３丁目○○番につきま

しては、〇〇交差点の先の２つ目の交差点を右に入りまして２０ｍくらい行った

左側にあります。 

土地ですが、〇〇番と〇〇番は畑になっております。〇〇番は田んぼ、〇〇平

米、これは毎年水稲を作付しております。 

 なお、参考に聞きましたところ、今回現地へ行きましたらトラクターで耕運は

されておりましたが、２９年は畑にはスイートコーンを作付する予定とのことで、

田んぼ、畑ともに管理されておりました。 

 (以降、相続人、申請地、農業経営状況等を説明し問題のないことを示す。) 

以上で説明を終わります。何ら問題はないと思われますが、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。よって、承認をいたします。 

  

 １番 承認  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第５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。 
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 それでは、議案第５号１番、２番について一括して審議をいたします。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「生産緑地の取得のあっせんについて」、１番、三郷第３号生産緑

地地区、三郷第４号生産緑地地区、三郷第５号生産緑地地区及び三郷第１４１号

生産緑地地区における取得のあっせん依頼について。２番、三郷第１１７号生産

緑地地区における取得の斡旋依頼について。 

 (生産緑地の取得のあっせんの概要及び方法について説明) 

 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、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。原案のとおり承認をいたします。 

 続きまして採決いたします。 

 議案第５号２番に賛成の方の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６条の規定による農地所有適格法人の報告

にかかる要件確認について」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内容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６条の規定による農地所有適格法人の報告にかかる要件

確認について」、１番、〇〇、こちらにつきましては、本日お配りさせていただ

きました議案第６号関係の資料をごらんください。 

 まず、農地所有適格法人の報告についてでございますが、法人が農地の権利を
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取得した場合は、農地法第６条の規定による経営状況について、所有する農地の

ある各農業委員会に報告を行う義務がございます。 

 報告書は、法人の事業年度の終了後３カ月以内に農業委員会に提出し、報告を

受けた農業委員会は、農地所有適格法人の要件の適否に係る審査を行うこととな

っております。要件を満たさない場合や満たさなくなるおそれがあると認めると

きには、その法人に対して必要な措置をとるべきことを勧告することとなってお

ります。 

 農業委員会では、農地の法人の要件につきましては、満たすべき要件としまし

て、法人形態要件、構成要件、利用要件、役員要件等、農地法３条の規定の審査

の内容と同じとなっております。 

(以降、各要件について説明)  

 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。よって適正と認めます。 

  

議長  ここで暫時休憩といたします。開会時間、３時５５分開会でお願いいたします。 

  

 【 20 分暫時休憩】 

  

議長  再開いたします。 

  

議長  ６番、その他に移らせていただきます。 

 まず、１番目といたしまして、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。 

 内田委員。 

  

内田委員 （平成２８年度第２回三郷市都市計画審議会 １月２６日 全員協議会室） 
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 以上で終わります。 

  

議長  ありがとうございます。 

 そのほか審議会、協議会でございましたら、お願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  それでは、続きまして、（２）その他で報告がございましたらお願いします。 

  

議長  加藤委員、お願いします。 

  

加藤委員 （平成２８年度女性活躍推進研修会 ２月２１日 さいたま市） 

  

議長  ありがとうございます。 

 そのほかございますか。 

 それでは、私のほうから１点報告させていただきます。 

（認定農業者認定式 ２月２３日 三郷市役所） 

  

議長  その他で報告ございましたら、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 ①� 農業委員日帰り視察研修について(２月２８日 横浜・千葉方面) 

②� 定数条例の上程について(委員の任命の流れ) 

③� ③ 農業委員自主視察研修について(５月３０日～３１日 福島方面) 

  

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、補佐のほうからお願い

します。 

  

名川局長補佐  農業振興課からの連絡事項としまして３点でございます。 

① 三郷市農業再生協議会の開催について（２月２７日 全員協議会室） 

② 三郷市農業青年会議所地産地消推進事業（食育支援）について 

（２月２８日 前間小学校） 

③ 平成２９年度経営所得安定対策の交付金に係る営農計画書の発送（３月中旬） 

  

議長  ありがとうございます。 
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 以上、全て報告等終わりました。総括的にもしございましたら、お願いしたい

と思います。 

 恩田委員。 

  

恩田委員  ちょっとお聞きしたいのですけれども、次期の農業委員さんで認定農業者はど

のくらい構成するという規定はあるのですか。教えていただきたい。 

  

浮田局長  新制度におきましては、従来なかった考え方ですけれども、認定農業者を過半

数入れなければならないというのが原則として決められております。三郷市の場

合ですと、定数１４人で今条例案を出していまして、過半数となりますと８人以

上というのが法律上の原則となっております。 

 この原則につきましては、全国的な網かけの部分でもございますので、特例規

定がございまして、まず１つ目の特例が認定農業者と認定農業者に準ずる者を含

めて過半数であれば、それについても議会の同意を得なければいけないのですけ

れども、認定農業者と準ずる方を入れて過半を超えていればまずいいですよとい

うのが１つ目の特例です。準ずる方というのはどういう方かといいますと、認定

農業者であった方、また、認定農業者と一緒に経営をされているご家族、親族の

方、それから、地域指導農家の方、大きくいいますと三郷ではこの３種類の方が

準ずる方に該当するのかと思っております。今のが特例規定の１つ目です。 

 特例規定の２つ目としまして、認定農業者と準ずる方を含めて過半数集まらな

ければ、４分の１以上であれば、それもやはり議会の同意を得て４分の１超えで

もいいですよというのが特例の２つ目になります。４分の１といいますと、三郷

市の場合定数１４でいきますと４人以上ということになってまいります。これが

２つ目の特例です。 

 ３つ目の特例ですが、どうしてもそれでも４分の１も集まらないということで

あれば、３つ目は農林水産大臣の承認があればオーケーですということがありま

すけれども、これにつきまして非常にハードルが高いというふうに聞いておりま

す。県内では新座市が４分の１も集まらなかったということで、農林水産大臣の

承認を得たということを聞いておりますけれども、農林水産大臣の承認について

もすぐに出るわけではなくて、先ほど説明いたしました推薦、応募の期間、おお

むね１カ月ということで設定していますけれども、それでも集まらなければ、こ

の期間をまず延ばしてでもさらに募集をしてください、なおかつ各地域にさらに

お願いをしていって掘り起こしをしてくださいということをした上で、それでも

なお集まらないということであってから、農林省のほうに承認のお願いをしに行

く、そんな流れがあるようですので、最後のハードルは非常に高いというふうに

聞いております。 

 長くなりましたけれども、認定農業者要件につきましてはそのような原則に立

って特例が付議されますということでお話をさせていただきました。 

 以上でございます。 
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議長  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２件が承認、農地法第４条で１件、第５条で８件が許可相当、相続税

の納税猶予の証明願いで１件が承認、生産緑地の取得あっせんで２件が原案のと

おり承認、農地法第６条の規定による農地所有適格法人の報告にかかる要件確認

で１件が適正と承認されました。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した。 

 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。 

 


