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平成２９年第８回三郷市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年７月２５日（火） 午後１時３０分から午後３時４５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 矢野  良 出 ８ 中村 誠 出 

２ 加藤 みつ子 出 ９ 岡庭 早苗 出 

３ 島根 至代 出 １０ 篠田 匡章 出 

４ 鶴岡千鶴子 出 １１ 内田 和夫 出 

５ 戸邉  勲 出 １２ 岡庭  夫 出 

６ 榎本 貞夫 出 １３ 篠田 義昭 出 

７ 大久保 貴章 出 １４ 堀切 秀夫 出 

 

推進 中村 清隆 出 推進 恩田 英世 出 

推進 浅香 利明 出 推進 藤田 裕衛 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 ２ａ未満の農業用施設に係る届出について 

     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２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３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

     議案第４号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について 
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     議案第５号 生産緑地の取得のあっせんについて 

 

  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 

   農地係長 藤島 徹 

    

 

７．会議の概要 

戸邉 

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） 
 （開会の宣言及び開会の挨拶） 

  

議長  なお、本日の出席委員は全委員の出席でございます。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。 

 ３番 島根委員、４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  それでは、続きまして、議案第１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。 
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 【議案第１号、議案第２号に係る申請地のビデオ上映】 

  

議長  再開いたします。 

 それでは、議案第１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、３番、４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「南蓮沼字中通○○番」、地目

「畑」、地積「○○平米」、施設概要「住宅用地。」 

 なお、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。 

 この案件は大久保委員の担当でございます。大久保委員に内容説明をお願いいた

します。 

  

大久保委員  それでは、ただいまから議案第１号１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、説

明についてもビデオのとおりでございますので省略させていただきます。 

 それでは、まず、申請人について説明させていただきます。 

 年齢は○○歳、住所地は三郷市南蓮沼○○番地、ご職業は○○とのことです。 

 続いて利用計画についてご説明申し上げます。 

 まず、敷地についてですが、隣接する南蓮沼字○○番の宅地との一体利用になり

ます。建築面積が○○平米、延べ床面積は○○平米でございます。木造２階建てで、

専用住宅１棟の建築でございます。駐車スペース１台分を確保する計画となってお

ります。 

 被害防除は、新規ブロック２段積みの土留めとなっております。東南側の田と接

する部分は新規現場打ちコンクリート土留めになっております。 

 汚水は、合併浄化槽で処理し、処理された水を北側道路側溝へ放流、雨水は雨水

浸透ますにて宅内浸透で、オーバーフロー分を北側道路側溝へ放流することになっ

ております。 

 また、隣地の同意はございます。 

 誓約書は提出されております。 
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 （資金計画について説明） 

 農地区分は、第２種農地です。開発許可要件の都市計画法第３４条１２号に該当

するもので、申請人の６親等以内の親族である母親が市街化調整区域に２０年以上

在住しております。 

 最後に、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。 

 （理由書の読み上げ） 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

  

議長  ありがとうございました。 

 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。 

 矢野委員。 

  

矢野委員 （挙手により質問） 

 ○○番の宅地の土地の面積をわかりましたら、教えていただけますか。 

  

藤島農地係長  宅地につきましては、○○平米になります。 

  

矢野委員  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。 

 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 住宅用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第２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。 
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名川局長補佐  議案第２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、３名いらっしゃいます。住所・氏名「○○・○○」、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「南蓮沼字下沼○○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」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、

計４筆「○○平米」となります。施設の概要「特別養護老人ホーム。」 

 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。 

 この案件は大久保委員の担当でございます。大久保委員に内容説明をお願いいた

します。 

  

大久保委員  それでは、ただいまから議案第２号１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いたします。また、現場の説

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。 

 それでは、まず、申請人について説明させていただきます。 

 住所地は、三郷市南蓮沼○○番地、申請地が住所地です。業種はサービス業とな

ります。法人の設立は平成２９年６月で、今回の転用申請に合わせて、新規の法人

となります。申請予定施設での従業員数は６６名、この中で内訳は男性が２６人、

女性が４０人。 

 続いて、利用計画についてご説明申し上げます。 

 利用計画といたしまして、特別養護老人ホーム、４階建て、１棟の建設でござい

ます。予定収容人員は１００人、駐車スペース３５台、うち車椅子用１台、軽自動

車用６台、屋根つき自転車駐輪場を確保する予定となっております。 

 汚水は、合併浄化槽で処理し、処理水は南側水路へ排出します。雨水は、雨水貯

留槽に一たん溜め、雨水排水ポンプにて南側水路へ放流します。 

 被害防除としては、敷地内に透水性アスファルト舗装をするということです。東

側と西側境界は新設ブロック土留めにフェンス７ｍ、西側は新設ブロック土留めに

フェンス高さ０．６ｍ、北側は出入り口と診療所建設予定地となっております。 

 また、隣地の同意はございます。 

 誓約書は提出されております。 

 （資金計画について説明） 

 最後に、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、理由書の読み上げ。） 

 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 特別養護老人ホーム  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第２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２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「前間字江戸川通流作場○○番」、地目

「畑」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「畑」、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。 

 この案件は榎本委員の担当でございます。榎本委員に内容説明をお願いいたしま

す。 

  

榎本委員  それでは、ただいまから議案第２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、

現地の説明につきましてもビデオのとおりでございますので、省略いたします。 

 それでは、まず、申請人について説明させていただきます。 

 年齢が○○歳、住所地は三郷市小谷堀○○番地、ご職業は○○とのことでござい
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ます。 

 続いて、利用計画についてご説明申し上げます。 

 建築面積が○○㎡、延べ床面積は○○㎡でございます。木造２階建て、専用住宅

１棟の建設でございます。駐車スペース１台分を確保する計画となっております。 

 被害防除は、北側と東側にブロック土留め、フェンス、高さが０．６ｍ、南側と

西側につきましては三郷市の市道となっております。敷地内は整地のみとなります。 

 汚水は、合併浄化槽にて処理し、処理水は南側道路側溝へ放流、雨水につきまし

ては、浸透ますにて処理し、オーバーフロー部分を南側道路側溝へ放流するとなっ

ております。 

 隣地の同意は、現在もらうためお願いしている最中になります。 

 誓約書は提出されております。 

 （資金計画について説明） 

 農地区分は第２種農地で、開発許可要件としては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又は除去をする者が当該建築

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に該当するものでございま

す。 

 最後に、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、理由書の読み上げ） 

以上で説明を終わります。よろしくご審議のほど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２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。 

 鶴岡委員、お願いします。 

  

鶴岡委員 （挙手により質問） 

 隣地の○○さんの同意がまだ得られていないということですが、一度は働きかけ

ていらっしゃるのでしょうか。また、何かそういう理由があれば教えていただきた

いのですが。 

  

藤島農地係長  では、事務局のほうで。先ほど榎本委員の説明の中でありましたが、隣接地の所

有者の○○さんが、過去に別の場所で、畑の隣に住まわれた方から、耕作している

ことに対して文句を言われたということがあったので、今回の件で、直ぐには同意

書は出せないということです。しかし、今後については、当事者間で覚書を独自に

交わすということで話しがついているそうです。 以上です。 

  

鶴岡委員  わかりました。 

  

議長  そのほかございますか。 
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 岡庭委員。 

  

岡庭早苗委員 （挙手により質問） 

 教えていただきたいのですけれども、埼玉県の公共事業に伴い買収されることに

なったと先ほどおっしゃっていましたけれども、そういう場合の例外ということ

で、売買に当たってそういう部分というのは今までにもあったのでしょうか。過去

に。 

  たまたま市街化区域が見つかれば一番問題ないのでしょうけれども、見つからな

くて、調整区域の中であったという申し出なんですけれども、通常、２０年以上調

整区域に居住している者の６親等以内の者が建てる場合にはどうのこうのとかがあ

ると思うんですが、今回は血縁関係とかなさそうなので、公共工事に伴っている移

転について考慮してという部分、前例というのはあるのですかという意味なんです

けれども。 

  

藤島農地係長  先月ありました、○○さんという方ですけれども、この方もやはり同じ埼玉県の

江戸川新橋の買収で引っかかった方で、場所もこのすぐ近く、申請地の道路を挟ん

で反対側のところにやはり移転されるということで。 

  

岡庭早苗委員  ちなみに許可相当だったんですか。 

  

藤島農地係長  はい、許可になりまして、昨日、現地にビデオを撮りに行ったのですが、現在建

築中でした。 

  

岡庭早苗委員  ありがとうございます。 

  

議長  そのほかございますか。 

 内田委員。 

  

内田委員 （挙手により質問） 

 本件とは直接関係ないのですが、将来のために参考にお聞きしたいのですが、こ

れは隣地の同意が取れなかった場合、最終的にどうなりますか。 

  

議長  事務局。 

  

名川局長補佐  午前中、講義をしていただいた、春日部農林振興センターのお話にもございまし

たけれども、厳密な審査のため同意書をいただいているというお話がありました。

隣地が農地の場合には迷惑をかけないようにということで。 

三郷市の場合は同意書をいただいてという対応をしております。ただ、許可基準

の中では同意書がなければだめだという話ではありません。 

 ただ、先ほどの春日部農林振興センターの午前中の話がありましたけれども、隣
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の農地に影響があるときにはやはり同意書を求めるという話になっていますので、

今回の案件に関しても春日部農林振興センターが許可を出すまでに同意書がいた

だければ、それを提出させていただきたいと考えております。 

 以上です。 

  

議長  よろしいですか。 

  

内田委員  はい。 

  

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２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２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２号３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「彦倉１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」、施設概要「駐車場・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。 

 この案件は堀切委員の担当でございます。堀切委員に内容説明をお願いいたしま

す。 
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堀切委員  それでは、ただいまから議案第２号３番を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させていただきます。 

 それでは、まず、申請人について説明させていただきます。 

 （内容調査会にて聴き取りを行った内容について説明） 

 それでは、続きまして、資材置場及び駐車場の利用計画についてですが、足場に

使用する資材を保管する目的と会社の車と社員の車を駐車する目的となっており

ます。 

 詳細については彦倉１丁目○○番、○○番、資材置場として２，８００本、アン

チ４０段、２７２０枚、単管パイプ５ｍが５００本、４ｍ５００本、２ｍ５００本、

ガードフェンス２００枚、階段ブラケット、壁つなぎ、シート２５０枚、枠４０段、

１，６００本、フォークリフト１台。○○番は駐車場として社用車７台、社員用３

台となっております。 

 隣地の同意につきましては、同意書は提出されております。 

 ここで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、理由書の読み上げ） 

 続いて、被害防除の関係ですが、○○番、○○番については、新設Ｈ鋼に柵板を

使用して土留めをして、鋼板を単管パイプで固定した高さ３ｍの塀で囲みます。 

 ○○番については、北側と東側は新設Ｈ鋼に柵板を使用して土留めをして、鋼板

を単管パイプで固定した高さ３ｍの塀をつくり、南側と西側の三郷市道に隣接する

側は特に構造物はございません。 

 敷地内はアスファルト舗装となっております。 

 また、敷地内の塀際にＵ字溝を設置して、集水桝で集めて、北側の水路へ放流す

るようになっております。 

 以上が被害防除です。 

 その他参考事項といたしまして誓約書が提出されています。 

 （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２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２号３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。 

  

 ３番 駐車場・資材置場  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第２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２号４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「売買」、

土地の表示「彦成５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・

資材置場」。 

 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。 

 この案件は大久保委員の担当でございます。大久保委員に内容説明をお願いいた

します。 

  

大久保委員  それでは、ただいまから議案第２号４番を説明させていただきます。 

 譲受人、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のとおりでございますので省略させていただきます。 

 それでは、申請人について説明させていただきます。 

 （以降、内容調査会にて聴き取りを行った内容について説明） 

 続いて、資材置場及び駐車場の利用計画についてですが、使用する資材を保管す

る目的と会社の車と社員の車を駐車する目的となっております。 

 詳細については、単管パイプ３００本、型枠材４００枚、塩ビ管１００パイから

２００パイのもの５０本、カラーコーンほか看板２００本、Ｕ字溝基礎ブロック４

０本、社用車７台、社員用５台、ユンボ３台、自転車置場となっております。 

 隣地の同意については同意書が提出されております。 

 ここで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、理由書の読み上げ） 

 続いて、被害防除の関係ですが、新設Ｈ鋼に棚板を使用し、土どめをして、鋼板
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を単管パイプで固定した高さ３ｍの塀で囲みます。出入り口にアコーディオンゲー

トを使用し、砂利飛散防止アスファルト舗装７ｍ掛ける６ｍに停止線があり、また、

会社看板、照明灯の設置あり、場内は砂利敷きとなっております。 

 以上が被害防除です。 

 そのほか参考事項といたしまして、誓約書が提出されております。 

 （資金計画について説明） 

 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２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２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・資材置場  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第２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２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」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、

計２筆「○○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。 

 この案件は榎本委員の担当でございます。榎本委員に内容説明をお願いいたしま

す。 
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榎本委員  それでは、ただいまから議案第２号５番の説明をさせていただきます。 

 申請人の住所・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の

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

につきましてもビデオのとおりでございますので省略させていただきます。 

 それでは、まず、申請人について説明させていただきます。 

 ○○さん、住所が三郷市田中新田○○番地、職業が○○ということでございます。 

 続いて、利用計画についてご説明申し上げます。住居の建築面積が○○㎡、延べ

床面積は○○㎡でございます。木造の平家建て、専用住宅１棟の建築でございます。 

 車庫の建築面積が○○㎡、延べ床面積が○○㎡、２台分の駐車スペースを確保す

る計画となっております。敷地内は整地のみとなっております。 

 被害防除の関係でございますが、北側と南側は新設ブロック土留め、西側は現場

打ちコンクリート土留め、東側は三郷市市道に隣接して、出入り口となっておりま

す。 

 汚水は、合併処理槽にて処理し、西側水路へ放流、雨水は、雨水浸透ますにて処

理し、オーバーフロー部分を西側水路へ放水となっております。 

 また、隣地の同意はございます。 

 誓約書も提出されております。 

（資金計画について説明） 

 ここで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、理由書の読み上げ） 

 これで説明を終わります。よろしくご審議のほど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２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。 

 内田委員、お願いします。 

  

内田委員 （挙手により質問） 

 榎本委員にお聞きします。今回の譲受人と譲渡人の関係は親子でよろしいです

か。 

  

榎本委員  親子ではありません。 

  

内田委員  わかりました。 

 先ほど榎本委員の説明で譲受人の職業が○○ということでお話があったのです

が、後から、親と一緒に農業をやっているというような話が聞こえてきたので、ち

ょっと聞きたかったんです。 

  

榎本委員  農業ではないです、この方は。○○です。 
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内田委員  わかりました。 

  

議長  事務局、補足しますか。 

  

藤島農地係長  親子ではございません。 

 説明を補足させていただくと、開発の許可要件は都市計画法３４条１２号に該当

するもので、○○の６親等以内の親族が市街化調整区域に２０年以上在住している

ということが許可要件になっております。 

（資金計画について説明） 

 以上説明を終わります。 

  

議長  ありがとうございます。 

 そのほか質問ある方は挙手にてお願いしたいと思います。 

 堀切委員。 

  

堀切委員 （挙手により質問） 

  全然関係ないけれども、議案２番目と５番目の○○は一緒ですか。 

  

藤島農地係長   同じ方です。 

  

堀切委員  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。 

 採決をいたします。 

 議案第２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、賛成多数でございます。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  （賛成多数） 

  

議長  ここで暫時休憩といたします。開会時間２時５０分といたします。 
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 【15分暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開いたします。 

 続きまして、議案第３号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」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「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」、１番、被相続

人住所・氏名「○○・○○」、相続人住所・氏名「○○・○○」、土地の表示「鷹

野１丁目○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、

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

○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、計４筆「○○平米」、経営面積「○○平

米」、相続開始年月日「平成２８年○○月○○日」。 

 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。 

 まず、相続人の○○さんですが、年齢が○○歳、農業従事日数が○○日でござい

ます。経営的には息子さんが○○歳で、○○日で一緒に農作業を行っております。 

 今回の申請地でございますが、○○番、畑、○○番が田でございますが、昨年農

地改良届を出しまして、現況では畑となっております。全て４筆につきましては耕

作をされておりまして、きれいに維持管理されていることを報告させていただきま

す。 

 また、機械の保有状況ですが、田んぼも自分で行っている関係上、全ての機械を

取りそろえておりますので、報告させていただきます。 

 内容につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

  

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。 

  

 【挙手全員】 
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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４号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願

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「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」、

１番、申出人住所・氏名「○○・○○」、死亡・故障の生じた者住所・氏名「○○・

○○」、土地の表示「ピアラシティ２丁目○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、

「泉２丁目○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「畑」、

地積「○○平米」、計３筆「○○平米」、主たる従事者であったことの証明を受け

たい期日「平成２８年○○月○○日」となっております。 

 事務局より、生産緑地制度について簡単に説明させていただきたいと思います。 

 生産緑地制度につきましては、平成４年から開始されて、市街化区域内の農地で

あって、保全する農地として都市計画決定された農地でございます。指定された農

地につきましては、原則３０年間、生産緑地農地として耕作していかなければなり

ませんけれども、耕作者の死亡や農業に従事することが不可能となる故障に至った

ときは市へ買い取りの申し出を行うことができます。市では市での買い取りや関係

機関等にあっせんを行い、買い取りの申し出がなかった場合に行為制限の解除とい

う形になって、都市計画決定の手続は基本となりますが、生産緑地から除外される

という形となります。 

 農業委員会の役割としましては、申請者が市へ買い取りの申し出を行う際に農業

委員会が証明する主たる従事者の証明書が必要となります。主たる従事者として農

業に従事していたかを審議し、証明を発行することになります。また、その後市へ

買い取り申し出のあっせん後、市から関係機関として農業委員会にあっせんの依頼

がありますので、あっせんの業務を農業委員会で行うこととなります。 

 議案第４号は、生産緑地について農業の主たる従事者として従事していたかとい

うことを審議するものでありますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は堀切委員の担当でございます。堀切委員に内容説明をお願いいたしま

す。 

  

堀切委員  それでは、説明させていただきます。 

 議案第４号１番について説明させていただきます。 

 現地でございますが、ピアラシティ２丁目○○番は、○○の南側が申請地です。

泉２丁目○○番及び○○番については○○公園の東側です。いずれも現況は畑で

す。 
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 続いて、申出人及び申し出の事由が生じた者についてご説明申し上げます。 

 申出人、住所、三郷市彦川戸１丁目○○番地、氏名、○○さん、年齢○○歳、こ

の方は申し出の事由が生じた者である○○さんの甥です。 

 ここで、申請人より理由書が提出されておりますので、読み上げます。 

 （以降、理由書の読み上げ） 

 申し出の事由が生じた者といたしましては、氏名、○○様でございます。申し出

事由は、○○さんが平成２８年○○月○○日にお亡くなりになられたことによる労

力不足となります。 

 続きまして、生産緑地の従事状況でございますが、平成２８年度の生産緑地の主

たる従事者に関する調査によれば、○○さんは平成２８年○月から○月まで、従事

日数○○日で、主たる従事者として記録されております。 

 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。 

  

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。 

 それでは、議案第５号１番、２番について、関連がございます。一括して審議い

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１１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１４６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ございます。 

 こちらは議案書と一緒に、添付資料としまして議案第５号関係資料というものを

配付させていただいております。概要一覧及び案内図等が入っておりますので、あ

わせてごらんいただければと思います。 
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 議案第５号としましては、三郷市長より生産緑地の取得のあっせんについて依頼

文が農業委員会宛てに届いております。それを受けまして、農業委員会としてのあ

っせんの業務となります。 

 こちら１番の案件につきましては、平成２９年５月の総会、２番の案件につきま

しては、２９年６月の総会にて主たる従事者として証明した案件でございます。 

 ①あっせんの対象者でございますが、近隣農業従事者でございます。１番の案件

につきましては、申請地である東町付近の農家組合長さん、２番の案件につきまし

ては、申請地であるインター南２丁目付近の農家組合長さんへの案内を考えており

ます。 

 ②あっせんの方法につきましては、近隣農家組合長さんへあっせんの案内文書の

送付を行いたいと考えております。 

 ③その他でございますが、１番、面積、買取り希望価格は下記のこちらのとおり

となっております。 

 こちらの本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

とで案内、あっせんをさせていただきまして、結果につきましては８月の総会でご

報告させていただきたいと考えております。 

 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。 

 議案ごとに採決をいたします。 

 それでは、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、議案第５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  ここで暫時休憩といたします。開会時間は３時１５分開会といたします。 
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 【15分暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開いたします。 

 ６番のその他に移らせていただきます。 

 まず、（１)として、審議会、協議会の報告について、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  ないようですので、次に、（２)その他に移らせていただきます。 

 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、私のほうから２点報告させていただきます。 

 ①埼玉県農業会議の総会６月２９日 さいたま商工会議所会館 

②三郷市農業員会親睦会の役員について 

 以上、報告とさせていただきます。 

 それでは、続きまして、事務局からの連絡事項をお願いします。 

  

浮田局長  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埼葛地方協議会の役員会と臨時総会 

 ②農業委員・推進委員新任者研修会 ７月３１日（月）深谷市 

 ③農地利用最適化推進活動活性化研修会 ８月３０日（水）羽生市 

 ④８月の総会に向けてのスケジュール 

 ⑤農地基本台帳調査の実施  

  事務局からの連絡事項は以上です。 

  

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、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を報告させていただきます。 

 ①第４１回三郷市農業祭運営委員会 ８月２日（水） 農業委員会室 

 ②平成２９年度全国都市農業振興協議会総会・サミット ７月２７日（木） 

川口市  

③三郷市農業青年会議所研修会 ８月２２日（火） 農業委員会室 

 ④活き活き農業体験講座 ８月上旬 染谷農園と石出農園さん 

 以上です。 

  



20 

議長  ありがとうございます。 

 それでは、この後閉会とさせていただきますが、閉会後に役員会を開催いたしま

すので、会長、代理、世話人、藤田代表、残っていただくようお願いいたします。 

 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。 

 ご協力ありがとうございました。 

 閉会に当たり、戸邉代理より閉会のご挨拶をお願いいたします。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 長時間にわたり慎重な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

４条で１件が許可相当、農地法第５条で５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、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願

で１件が承認、生産緑地の取得のあっせんについて、２件が承認されました。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まして、ありがと

うございました。 

 以上をもちまして閉会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 
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