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平成２９年第３回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成２９年３月２４日（金） 午後１時３０分から午後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 出 １０ 加藤みつ子 出 

２ 大久保武雄 欠 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 農地法第５条第１項第１号の規定に基づく届出について 

     報告第３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４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５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６号 証明書の発行状況について 

  第５ 議案第１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２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３号 生産緑地の取得のあっせん依頼の回答について 

     議案第４号 三郷市農業委員会の農地利用最適化推進委員の担当区域について 

  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 

 ただいまから平成２９年３月の農業委員会総会開催に当たり、岡庭会長より開

会宣言並びに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  本日の出席委員は、大久保委員が都合により欠席となっておりますので１７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。 

 ４番 藤田代理、５番 鶴岡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号の前に、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１号に係る申請地のビデオ上映】 

  

議長  再開いたします。 
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 それでは、議案第１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。 

 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１

号１番、２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。 

 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、２名いらっしゃいます。住所・氏名「○○・○○」、住所・氏名

「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、権利の種類「賃貸借」、土

地の表示「彦沢１丁目○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、「同じく○○

番」、地目「畑」、地積「○○平米」、計２筆「○○平米」、施設概要「駐車場

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、施設概要については事務局の説明と

重なりますので、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。 

 それでは、譲受人の説明からいたします。 

 （以降、内容調査会にて聞き取りした会社概要等を説明） 

  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。 

（申請理由朗読） 

 続きまして、利用計画ですが、所有する車両全部と新規購入予定の１５ｔトラ

ック１台を含めて合計３１台でございます。 

次に、営業所から申請地までの距離及び時間については、１．５ｋｍ、時間は

車で５分です。 

 次に、隣地の同意はあります。 

 続きまして、被害防除でございますが、北側、新設鋼板塀、高さ３ｍ、２カ所

はクリア板を使用、出入り口、５ｍ掛ける１２ｍ、コンクリート舗装、新設ボッ

クス暗渠施設、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
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明灯、会社看板、西側、新設鋼板塀、高さ３ｍ、東側、新設鋼板塀、高さ３ｍ、

２カ所はクリア板を使用、南側、新設コンクリート土留、新設鋼板塀、高さ３ｍ、

既設土どめ、新設鋼板塀、高さ３ｍ、敷地内砂利敷きとなっております。 

 次に、その他の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） 

 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。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１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１号２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」、「同じく○○番」、地目「田」、地積「平米」、計２筆「○

○平米」、施設概要「駐車場用地」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。 
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宮田委員  ただいまから議案第１号２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、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なので、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） 

 申請理由が届いていますので読みます。 

（申請理由朗読）  

営業所から申請地までの距離が約１２ｋｍ、時間が４０分です。 

 利用計画が１０ｔダンプ２０台、レンタルだそうです。 

 隣地の同意はあり。 

 被害防除ですが、北側、新設ＣＢ４段、水路との間にコンクリート打設、アイ

ドリングストップ看板、東側は新設ブロック１段積み、鋼板塀、単管パイプで固

定、Ｈ３ｍ、西側、新設ＣＢ１段、鋼板塀、単管パイプで固定、Ｈ３ｍ、南側、

新設ＣＢ１段、出入り口８ｍ、砂利飛散防止舗装、９ｍ掛ける６ｍ、停止線、ア

イドリングストップ看板２枚、会社看板、敷地内砂利敷き、ゲートの高さが１．

８ｍ、照明灯は入り口と奥と２台です。 

 その他参考ですけれども、誓約書あり。 

（資金計画について説明） 

 以上です。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。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 駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第１号３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１号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「鷹野３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、ただいまから第１号３番についてご説明申し上げます。 

 譲渡人、譲受人、権利種類、土地の表示等につきましては事務局の説明と重な

りますので、省略いたします。 

 それでは、譲受人についてご説明申し上げます。 

（以降、内容調査会にて聞き取りした会社概要等を説明） 

 今回の転用目的が駐車場用地ということで、理由書が提出されていますので、

読み上げます。 

（申請理由朗読） 

 本社から現地までの距離は約７００ｍ、約３分です。 

 利用計画としまして普通車３６台分。 

 隣地の同意はあります。 

 被害防除ですが、北側、新設ネットフェンス、高さ１．２ｍ、及びアイドリン

グストップ看板設置、西側、新設ネットフェンス、高さ１．２ｍ、既設ブロック

を使用します。東側、新設ネットフェンス、高さ１．２ｍ、南側、ネットフェン

ス、高さ１．２ｍ、出入り口７ｍ、砂利飛散防止アスファルト、７ｍ掛ける６ｍ、

及び停止線、アイドリングストップ看板を設置します。 

 なお、場内は砂利敷きとのことです。  

その他の参考事項として、誓約書あり。 

 （資金について説明） 

農地区分は第２種農地とのことです。 

 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１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。 
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 【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。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１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１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「半田字上ノ割○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、施設概要「資材置き場用地」。 

 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１号４番について説明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） 

 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。 

（申請理由書朗読） 

 利用計画といたしましては、ダイムライト５個、ホース５０本、地盤改良用ツ

ールス１０個、ボーリング用ケーシング、２ｍが１００本、矢板、４ｍが１００

枚、２ｍが１００枚、角材４ｍが３０本、２ｍが３０本、コンパネ５０枚、エキ

スパンドメタル５０枚、小道具入れ１０個、分電盤１０個ということでございま

す。 

 隣地の同意はございます。 

 被害防除といたしまして、北側、鉄鋼塀、３ｍ、出入り口は９ｍ掛ける６ｍの
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アスファルト舗装です。停止線はございます。西側、東側、鉄板塀、北側から１

５ｍまでは３ｍ、それより南側は高さ２ｍ、南側は２ｍ、敷地内は砂利敷きでご

ざいます。誓約書はございます。 

 （資金計画について説明） 

 こちらは通勤用の車が５台ということでございますが、資材の運搬に際しまし

ては別の業者に全て任せておりますので、トラックは一切ないということでござ

いました。 

 以上で説明を終わります。皆様の審議、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１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。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 資材置場用地  （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「○○・○○」、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１号５番についてご説明いたします。 

 譲渡人、譲受人、権利の種類、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。また、現地につきましても先ほどのビデオどおりでし

たので省略いたします。 

 申請内容ですが、申請理由としまして理由書が提出されております。 

（申請理由書朗読） 

 利用計画といたしましては、木造２階建て、建築面積〇〇平米、延べ床面積〇

〇平米。 

 隣地の同意はございます。 

 被害防除といたしまして、北側、建築後退済み、西側、新設コンクリートブロ

ック２段積み、東側、既設コンクリートブロック２段積み、南側、新設コンクリ

ートブロック２段積み、汚水は合併浄化槽５人槽処理後、雨水は雨水浸透ますか

ら北側Ｕ字溝側溝へ排水。 

 その他の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） 

 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。 

 浅香委員。 

  

浅香委員 （挙手により質問） 

 事務局にお聞きします。道路事業にかかっての代替地ということですけれども、

もしも宅地が２００平米とか３００平米での代替地の場合、代替地として転用でき

る面積はどれくらいか。 

  

名川局長補佐  農地法上に関しては、通常の一般の住宅だったら５００平米まで、農家住宅だっ

たら１，０００平米まで可能です。土地収用法による代替地であるという理由によ

って、面積が決められているものではありません。例えば、今まで敷地面積が１０

０平米であったとしても、代替地が５００平米までの間で必要であれば、一般の住

宅であれば５００平米まで転用が認められています。 

  

浅香委員  ５００平米までですか、では、一般の住宅と同じですね。 

  

名川局長補佐  そうです。 

  

議長  そのほかございますか。 
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 【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２号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて」

上程いたします。 

 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「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「笹

塚字申切○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、「南蓮沼字中通○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、同

じく「○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、「南蓮沼字前通○○番」、地目

「畑」、地積「○○平米」、計５筆「○○平米」。経営面積「○○平米」、相続開

始年月日「平成２８年〇〇月〇〇日」 

 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２号１番の説明をさせていただきます。 

 被相続人及び相続人の住所・氏名、土地の表示、経営面積につきましては先ほ

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。 

 まず、申請地までの順路につきまして説明させていただきます。 

 草加流山線を三郷駅方面より直進しますと大広戸の交差点が見えてきます。そ

の大広戸の交差点を左折し、約○○ｍ進みますと左側に用水路が見えてきます。

その用水路の脇を左折し、約○○ｍ進み、用水路にかかっている橋を右折し、用

水路の左端から３枚目、４枚目が申請地の笹塚申切○○番、○○番です。 

 次の申請地ですが、側道に戻り、記念碑通りに向かって約○○ｍ進み、右折し
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ますと浄水場の側道を約○○ｍ進み、左折しますと２軒目が○○さんのご自宅で

す。自宅の南側が申請地の南蓮沼字中通○○番、地目は田ですが、畑として耕作

されております。 

 次の申請地ですが、○○さんの自宅脇の道路右側に○○院というお寺がありま

す。そのお寺の北が申請地の南蓮沼字中通○○番、ハウスで水耕栽培を行ってお

ります。 

 次の申請地ですが、○○院の脇の道路を約○○ｍ記念碑通りに向かって直進し、

記念碑通りを右折しますとすぐに○○商店が見えてきます。その○○商店の西側

に申請地の南蓮沼字前通○○番、畑があります。 

 以上が申請地の説明でございます。 

 補足しますと、先ほどの笹塚の田ですが、近所の方に耕作を委託されていると

のことでした。 

 先日、申請地の耕作状況の調査を行ったところ、全ての申請が田、畑として適

正に管理されていることを確認しています。 

 続きまして、被相続人及び相続人について説明させていただきます。 

 被相続人○○さん、７４歳にて平成２８年〇〇月〇〇日にご逝去されました。

適格者証明を受ける申請相続人は○○さんですが、○○さんの奥さんに当たる方

です。 

 ○○さん世帯としての農業従事状況を世帯員の報告とあわせて申し上げます

と、○○さん、年齢が〇〇歳、従事日数は〇〇日、長女○○さん、年齢が〇〇歳、

従事日数が〇〇日、○○さん、○○の夫、年齢が〇〇歳、従事日数は〇〇日とな

っております。 

 経営面積は田が〇〇平米、畑が〇〇平米、計〇〇平米となっております。 

 農機具の保有状況ですが、モーター１台、耕運機１台、農業用自動車１台、農

業に必要な道具は一通りそろっております。○○さんにつきましては今後も引き

続き農業経営を行われていくとのことでございます。 

 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】 
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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。 

  

議長  続きまして、議案第３号「生産緑地の取得のあっせん依頼の回答について」を

上程いたします。 

 議案第３号１番について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３号１番についてご説明させていただきます。 

 これについてですが、先月の総会の議案第５号「生産緑地の取得のあっせんに

ついて」、１番の議決を経まして、農業委員会において三郷第○号、○号、○号、

○号生産緑地地区における取得のあっせんをすることになりました。それを受け

て、幸房の農家組合長を通じまして近隣農業者へのあっせんを行いましたが、買

い取り希望者があらわれておらず、あっせんができない状況でございます。 

 以上、簡単ではございますが、ご報告させていただきます。 

  

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。原案のとおり承認をいたします。 

  

議長  続きまして、議案第３号２番について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３号２番についてご説明申し上げます。 

 先月の総会の議案第５号「生産緑地の取得のあっせんについて」２番の議決を

経て、農業委員会において三郷○号生産緑地地区における取得のあっせんをする

ことになりました。それを受けまして、茂田井の農家組合長を通じ近隣農業者へ

のあっせんを行いましたが、買い取り希望者があらわれておりません。あっせん

ができない状況でございます。 
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 以上、簡単ですが、ご報告申し上げます。 

  

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。 

 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。原案のとおり承認をいたします。 

  

議長  続きまして、議案第４号「三郷市農業委員会の農地利用最適化推進委員の担当

区域について」を上程いたします。 

 議案第４号については、事務局に議案の説明をお願いいたします。 

  

浮田局長  議案第４号「三郷市農業委員会の農地利用最適化推進委員の担当区域について」

説明させていただきます。 

 初めに、議案のほうを朗読させていただきます。 

 三郷市農業委員会の農地利用最適化推進委員の担当区域については、次のとお

りとする。 

 早稲田地区２人、東和地区１人、彦成地区１人。 

 それでは、説明に入らせていただきます。 

 農業委員会法の改正に伴いまして、農地利用の最適化の推進のための現場活動

を主に担う委員として、新たに農地利用最適化推進委員が設置されたところでご

ざいます。推進委員の定数については、条例で定めることとされており、先月の

総会の際に条例案をお示ししましたが、先ほど会長のご挨拶にもありましたとお

り、今般の３月定例市議会において、農業委員の定数１４人とあわせまして、推

進委員の定数４人という定数条例が議決され、三郷市の定数が決定しましたこと

をまずもって報告させていただきます。 

 今後、農業委員、推進委員の募集を進めていくわけでございますけれども、農

業委員については、制度上担当区域を定めずに推薦・公募の手続の上、議会の同

意を得て、市長が任命することとなります。 

 農地利用最適化推進委員につきましては、農業委員会が委嘱するものでござい

ますが、あらかじめ担当区域を定めて募集することになりますので、本議案にお
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いて、担当区域及び人数を定めるものでございます。 

 推進委員の担当区域及び人数についての理由でございますが、昨年市長に提出

しました農業委員、推進委員の定数に関する意見書の中で、三郷市の農地面積全

体が４１１ｈａであり、地区別に見ると早稲田地区１９６ｈａ、東和地区９７ｈ

ａ、彦成地区１１６ｈａという農地面積の実態を考慮して、推進委員の人数は早

稲田地区２人、東和地区１人、彦成地区１人という内容の意見を農業委員会とし

て取りまとめのうえ、提出をしたところでございます。 

 また、早稲田地区については、募集に当たっての担当区域は２人とするもので

すが、ＪＲ武蔵野線の北側と南側で１人ずつが分担して担当することが実務上望

ましいだろうという定数検討会での議論がありましたので、実際としてはそのよ

うな分担になろうかと考えています。 

 これらに基づきまして、改めて農業委員会として担当区域及び人数を早稲田地

区２人、東和地区１人、彦成地区１人として定める議案でございます。 

 なお、本議案の承認をいただきましてから、今後の農業委員及び推進委員の募

集を行ってまいりますが、任命までのスケジュールや募集に関しての詳細につき

ましては本日の議案審議が終了しました後、その他のところで改めて説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 議案第４号の説明は以上となります。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第４号の説明が終わりました。これにつきまして、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） 

 議案内容とは直接関係ないかとは思いますが、最適化推進委員は現場活動を主

に行うということですけれども、実際どういったことを主にやるのか、教えてい

ただきたい。 

  

議長  では、局長から。 

  

浮田局長  農地利用最適化推進委員の具体的な活動というところでございますけれども、

そもそも農地利用最適化の推進とは何ぞやというところをまずお話しさせていた

だきたいと思います。 

 これにつきましては農業委員会法の改正の中で３つほど挙げられておりまし

て、お手元にご説明するためにクリップ留めしてある資料の一番後ろに、前「こ

こが変わる！農委、農地制度」というパンフレットがございます。こちらをごら

んいただきまして、めくっていただきまして、見開きの大きな①のところに、「農

業委員会の役割が農地等の利用最適化の推進として強化されます」とありまして、

その下、イメージ図がついておりますけれども、１番、２番、３番と、この３つ
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が掲げられております。 

 １番、担い手への農地利用の集積の推進、２番、耕作放棄地の発生防止・解消

の推進、３番、新規就農、企業等の農業参入の支援、これらが農地利用最適化推

進の業務ということであげられております。 

 では具体的にどのようなことを推進委員は活動しているのかというところです

けれども、まず、１番につきましての担い手への農地利用の集積の推進につきま

しては、「地域の中で貸し手、借り手などにアプローチをして、点在化している

農地を集約化して効率的な農地利用を図っていきましょう。」そのための地域で

の話し合いの推進ということが一つ言われております。２番の耕作放棄地の発生

防止・解消の推進につきましては、いわゆる農地パトロールが主になってくるか

と考えられます。３番、新規就農、企業等の農業参入の支援につきましては、新

規に農業を始めたい、もしくは企業として三郷市で農地を取得して農業を行いた

いというようなときには橋渡し役ということになるかと思いますけれども、そう

いったあっせんを行っていくというのが具体的な業務になっていくかと思われま

す。 

 推進委員の具体的な業務につきましては、今申し上げましたような３点につき

まして現場での活動という位置づけがされているところでございます。 

 以上でございます。 

  

矢野良委員  はい、わかりました。ありがとうございました。 

  

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４号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。原案に同意をいた

します。 

  

議長  続きまして、その他に移るわけでございますが、ここで暫時休憩の前に、各地

区で決めていただきたい項目がございますので、まずそのところの説明をさせて

いただきます。 

 三郷「緑のカーテン」運営協議会の協賛金と委員の派遣ということで、まず委

員の派遣のほうですが、今の任期はこの３月３１日をもって任期満了となります。

今現在、彦成地区の田中委員がやっていただいているわけですが、次の４月１日
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から、今度は東和地区に変わります。ことし４月１日から来年３月３１日までの

任期でございます。東和地区から１名の方の選出をお願いしたいと思います。 

 もしご意見がありましたらお願いしたいと思います。 

  

 【異議なし】 

  

議長  異議なしでよろしいですか。 

  

議長  ここで暫時休憩をいたします。２０分とりますので、再開時間３時５分からお

願いします。 

  

 【２０分暫時休憩】 

  

議長  再開いたします。 

 まず、先ほど協議していただきました「緑のカーテン」の委員の選任、鈴木世

話人から報告をお願いします。 

  

鈴木敏弘委員  ゴーヤの苗の担当が東和地区の鶴岡委員にお願いしたいと思います。 

  

議長  ありがとうございます。 

 鶴岡委員ということで、よろしくお願いします。第１回目の会議が４月下旬に

あるということを聞いています。 

 また、ゴーヤについて、５月２４日が定植日と聞いてございます。お願いした

いと思います。 

  

議長  それでは、次の６番のその他のほうに移らせていただきます。 

 まず、審議会、協議会の報告につきまして、報告事項、三郷市農業再生協議会

について、千代田委員から報告をお願いします。 

  

千代田委員  （三郷市農業再生協議会 ２月２７日） 

  

議長  ありがとうございます。 

 そのほか審議会、協議会につきましてありましたら、挙手にてお願いしたいと

思います。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  続きまして、その他ということで、女性農業委員会活動推進シンポジウムにつ

きまして、鶴岡委員からお願いします。 

  



17 

鶴岡委員  （女性農業委員会活動推進シンポジウム ３月９日） 

  

議長  ありがとうございます。 

 その他で、先般の日帰り研修視察の会計報告、会計からお願いします。 

  

浅香委員  （平成２８年度三郷市農業委員会日帰り視察研修会計報告） 

  

議長  ありがとうございます。 

 その他で報告がありましたら、お願いします。 

  

 【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農業の従事者等に関する調査について 

 ②農業委員自主視察研修について  

  ③事務局職員の人事異動について  

  

議長  それでは、続きまして農業振興課からの連絡事項について、補佐からお願いし

ます。 

  

名川局長補佐  農業振興課からの連絡事項として４点でございます。 

 ①盆栽クラブの総会   ４月 ６ 日（木）  農業委員会議室 

 ②みさとマルシェ    ４月 ９ 日（日）  早稲田公園 

 ③農家組合長会議    ４月１１日（火）   大会議室 

 ④農業青年会議所の総会 ４月１１日（火） 

  

議長  ありがとうございます。 

 以上で本日提案されております議題、議案全て終了となります。 

 総括的にもしありましたら、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、この後総会終了後に役員会を開催いたしますので、世話人さんはお

願いしたいと思います。 

 それでは、閉会に当たりまして藤田代理に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５条で５件が許可相当、相続税の納税猶予の証明願
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いで１件が承認、生産緑地の取得のあっせん依頼の買い取りについて２件が承認、

三郷市農業委員会の農地利用最適化推進委員の担当区域について承認されまし

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。 

 皆様お疲れさまでした。 

 


