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平成２９年第１０回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成２９年９月２５日（月） 午後１時３０分から３時３０分 

 

２．開催場所 農業委員会議室（７階） 

 

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 １０ 篠田 匡章 出 

２ 加藤みつ子 出 １１ 内田 和夫 出 

３ 島根 至代 出 １２ 岡庭  夫 出 

４ 鶴岡千鶴子 出 １３ 篠田 義昭 出 

５ 戸邉  勲 出 １４ 堀切 秀夫 出 

６ 榎本 貞夫 出 推進 中村 清隆 出 

７ 大久保貴章 出 推進 浅香 利明 出 

８ 中村  誠 出 推進 恩田 英世 出 

９ 岡庭 早苗 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 農地の借用について（通信施設） 

     報告第４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５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係る特例農地等の利用状況の確認について 

     議案第４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 
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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９月農業委員会総会の開催に

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  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。 

 ７番 大久保貴章委員、８番 中村誠委員、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。 

  

事務局 （報告事項読み上げ） 

  

議長  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、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。 

  

事務局  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「番匠免１丁目○○番」、地目「畑」、地積「○

○平米」、申請理由「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
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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。 

 この案件は篠田匡章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。 

  

篠田匡章委員  それでは、ただいまから、議案第１号１番の説明をさせていただきます。 

 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

の説明どおりですので、省略させていただきます。 

 現地ですが、市役所方面から二郷半用水沿いを北に向い、拾町橋を左折し、○

○ｍ先を右折し、○○ｍ先の左側にあります。現在は畑として耕作しております。

家庭内贈与ということでありますが、申請人の経営状況を説明させていただきま

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） 

 何ら問題はないかと思いますが、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。 

 堀切委員。 

  

堀切委員 （挙手により質問） 

 市街化区域ではあるが、畑だから農業委員会の総会にはかるのですか。現況が更

地だったら、市街化区域の場合は普通にどういうことがあるのですか。 

  

議長  では、事務局から。 

  

事務局  こちらの土地につきましては、市街化区域でございます。市街化区域でありま

しても、現況農地、登記地目農地ということで、農地法第３条の許可が必要にな

りますので、今回の申請に至ったという経緯でございます。 

 なお、申請人家族ですけれども、調整区域及び生産緑地にもお持ちの方でござ

います。 

 以上です。 

  

議長  よろしいですか。 

  

堀切委員  はい。 

  

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

をお願いします。 

  

 【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。 

 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、２番、３番及び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。 

 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。 

  

事務局  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、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、権

利の種類「賃貸借」、土地の表示「栄５丁目○○番」、地目「田」、地積「○○

平米」、「栄５丁目○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、「栄５丁目○○

番」、地目「田」、地積「○○平米」、計３筆「〇〇平米」、施設概要「資材置

場・駐車場用地」。 

 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。 

 この案件は篠田義昭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
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たします。 

  

篠田義昭委員  それでは、ただいまから議案第２号１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、省略いたしま

す。 

 （以降、内容調査会で聞取りし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、新規購入するコンテ

ナを保管する目的と社員の車を駐車する目的となっております。明細については

１０トン用コンテナ１０台、８トン用コンテナ３０台、社員車両１６台となって

おります。 

 隣地の同意について、必要はございません。 

 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。 

（理由書朗読） 

 続いて、被害防除の関係ですが、新設Ｈ鋼に柵板を使用して土どめをします。

西側と南側は高さ１．５ｍのネットフェンス、東側は鋼板を単管パイプで固定し

た高さ２．０ｍの塀で囲みます。北側はブロック４段積みネットフェンス、砂利

飛散防止アスファルト舗装、１２．０ｍ掛ける８ｍに停止線があります。また、

会社看板、場内は砂利敷きとなっております。以上が被害防除です。 

 その他、参考事項として、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。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２号１番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方、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。 
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 １番 資材置場・駐車場用地  （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。 

  

事務局  議案第２号２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○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計

２筆「○○平米」、施設概要「診療所」。 

 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。 

 （以降、申請人について内容調査会で聴き取りした内容の説明） 

 続いて、利用計画について説明申し上げます。 

 利用計画としましては、診療所、鉄骨２階建て○○平米、１棟の建設でござい

ます。駐車スペース４台分を確保する計画となっております。開院予定は平成３

０年１０月ということです。 

 雨水は雨水浸透ますにて処理し、オーバーフロー分を東側水路へ放流。汚水等

は合併浄化槽２５人槽で処理し、処理水は北側水路へ排水します。 

 被害防除としては敷地内に浸透性のアスファルト舗装ということです。東側は

コンクリートブロック３段積み土どめ、フェンス高さ１ｍ、北側はコンクリート

ブロック４段積み土どめ、フェンス高さ１ｍ、西側、南側は特別養護老人ホーム

の敷地なので、特にございません。 

 また、隣地の同意は必要ありません。 

 誓約書は提出されております。 

 開発許可要件については、都市計画法第３４条１号、開発区域の周辺、居住者

の利用に供する公益上必要な建築物、または日常生活に必要な物品の販売店舗等

に該当します。 

 （資金計画について説明） 
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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。 

（理由書朗読） 

申請が許可になった場合、先ほど申し上げました、開院予定は平成３０年１０

月とのことです。 

 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。 

  

 【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 診療所  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第２号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、議案第２号３番及び４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「南蓮沼字下沼○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、

「同○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、「同○○番」、地目「田」、地

積「○○平米」、計３筆「○○平米」、施設概要「調剤薬局」。 

 続きまして、議案第２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「南蓮沼字下沼○○番」、

地目「田」、地積「○○平米」、「同○○番」、地目「田」、地積「○○平米」の

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
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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３番及び４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。 

 （以降、申請人について、内容調査会で聴き取りした内容について説明） 

 続いて、薬局及び駐車場の利用計画についてですが、まずは３番の薬局につい

て説明させていただきます。 

 建築面積が○○平米、２階建て、調剤薬局１棟の建築となります。敷地内に駐

車場スペース、１台分を確保する計画となっております。 

 隣地の同意については必要ありません。 

（３番薬局の理由書朗読） 

開発許可要件については、都市計画法第３４条第１号、開発区域の周辺居住者

の利用に供する公益上必要な建築物、または日常生活に必要な物品の販売店舗等

に概要します。 

 被害防除の関係についてですが、南側の三郷市の水路部分に新設ブロック４段

積み土どめにフェンス高さ１ｍを設置します。その他は三郷市の道路と接してい

るため特にございません。申請地内は浸透性のアスファルト舗装になっています。

雨水は雨水浸透ますで浸透処理し、オーバーフロー分は南側の水路へ放流、汚水

等は合併浄化槽１０人槽で処理し、処理水を南側水路へ放流します。 

以上が被害防除です。 

 その他の参考事項といたしまして、契約書が提出されております。 

 （資金計画について説明） 

これまでが３番の薬局の説明になります。 

 次に、４番の駐車場について説明します。 

 薬局の駐車場として２５台分の駐車スペースを確保する利用計画となっており

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。 

 ここで駐車場について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。 

（４番駐車場の理由書朗読) 

 続いて、被害防除の関係ですが、南側と西側はブロック４段積み土どめにフェ

ンス高さ１ｍ、東側は特別養護老人ホームが隣接しており、特にありません。北
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側は三郷市の４車線道路に隣接しており、特になし。敷地内は浸透性のアスファ

ルト舗装となっています。以上が被害防除です。 

 その他参考事項といたしまして、契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４番の説明を終わります。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３番、４番の説明が終わりました。ご意見、ご質問のある

方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。 

 初めに、議案第２号３番について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 調剤薬局  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第２号４番について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  ここで暫時休憩といたします。再開時間２時３０分でお願いします。 

  

 【10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係る特例農地の利用状況の確認
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について」を上程いたします。 

 議案第３号１番及び２番については関連がありますので、一括して審議をいた

します。 

 それでは、議案第３号１番及び２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「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」、

１番、相続人住所・氏名「○○・○○」、土地の表示「彦糸２丁目○○番」、地目、

申告時「田」、現在「田」、地積、申告時「○○平米」、現在「○○平米」、「同

○○番」、地目、申告時「田」、現在「田」、地積、申告時「○○平米」、現在「○

○平米」計２筆「○○平米」、都市計画区域、市街化調整区域、備考として平成○

年○月○日、相続の案件でございます。 

 続きまして、２番、相続人住所・氏名「○○・○○」、土地の表示「彦糸２丁

目○○番」、地目、申告時「田」、現在「田」、地積、申告時「○○平米」、現

在「○○平米」、「同○○番」、地目、申告時「畑」、現在「畑」、地積、申告

時「○○平米」、現在「○○平米」、計２筆「○○平米」、都市計画区域は市街

化調整区域、平成〇年○月○日相続の案件でございます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は中村誠委員の担当でございます。中村委員に内容説明をお願いいた

します。 

  

中村委員  ただいまから議案第３号１番、２番を一括して説明させていただきます。 

 所在地に関しまして詳しく説明させていただきます。所在地は県道三郷松伏線

を吉川方面に向かいまして、エネオスのスタンドの信号を左に曲がります。それ

を約○○ｍ行った角地が現地でございます。 

 現地耕作内容を説明させていただきます。まず、田んぼに関しては稲作でござ

いまして、〇〇番、〇〇番、〇〇番、稲作で、田んぼで利用しております。〇〇

番の畑の耕作内容でございますが、主に春先はシャガイモ、トウモロコシとかつ

くっております。冬に関しましてはサトイモ、ネギ、大根でございます。あと所

持している農業機械はトラクター、田植え機でございます。 

 田んぼの刈り取りは業者委託でございます。 

 続きまして、〇〇さんの農業経営状況でございますが、〇〇さんが従事日数〇

〇日、〇〇さんが従事日数〇〇日でございます。 

 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３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。 
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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。 

 それでは、議案第３号１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、承認いたします。 

 続きまして、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。よって、承認いたします。 

  

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説明をお願いいたします。 

  

事務局  議案第３号３番、相続人住所・氏名「○○・○○」、土地の表示「栄５丁目○

○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、同「○○番」、地目「畑」、地積「○

○平米」、同「○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、同「○○番」、地目

「畑」、地積「○○平米」、同「○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、同

「○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、同「○○番」、地目「田」、地積

「○○平米」の計７筆の「○○平米」。都市計画区域につきましては市街化調整

区域、平成〇年○○月○○日に相続が発生した案件でございます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は篠田義昭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。 

  

篠田義昭委員  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。 

 申請人の住所・氏名、土地の表示につきましては、事務局からの説明及び議案

書記載のとおりでございますが、補足といたしまして、所在地の説明を簡単にさ

せていただきます。 

 前川中学校体育館の東側から、○○番、○○番、○○番、○○番、○○番、そ

の南側が○○番です。○○番は、○○番の北側の田です。 

 現地を見させていただきましたが、作付状況といたしまして、畑の○○番、○



12 

○番、○○番、○○番、○○番、○○番は小松菜です。それ以外田の○○番は水

稲です。適正に田畑として耕作管理されていることを確認しております。 

 申請人の農業経営状態でございますが、従事日数〇〇日、経営農地、農機具の

保有状況から見て特に問題はございません。 

 以上で説明を終了いたします。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。よって、承認いたします。 

  

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。 

  

事務局  議案第３号４番、相続人住所・氏名「○○・○○」、土地の表示「花和田字関

内○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、同「○○番」、地目「畑」、地積

「○○平米」、同「○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、計３筆の「○○

平米」、都市計画区域につきましては市街化調整区域、平成〇年○○月○○日に

相続した案件でございます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は島根委員の担当でございます。島根委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

島根委員  それでは、ただいまから議案第３号４番の説明をいたします。 

 申請人の住所・氏名、土地の表示につきましては、事務局からの説明及び議案

書記載のとおりでございますが、補足といたしまして、所在地の説明を簡単にさ

せていただきます。 

 二郷半用水通りにかかる佐久間橋を渡りすぐ右折、次の角を左折して７０ｍ先

右手に○○番、２００ｍ先右手に○○番、○○番がございます。○○番は田、○
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○番、○○番は畑です。現地を見させていただきましたが、７月より体調を崩さ

れてしまい、それまでは夏野菜が耕作されていたのを確認しております。現在、

適正に田畑として耕作管理されていることを確認しております。 

 申請人の農業経営状況でございますが、従事日数〇〇日、経営農地、農機具の

保有状況から見て特に問題はございません。 

 以上、説明を終了いたしますが、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。よって、承認いたします。 

  

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。 

  

事務局  議案第３号５番、相続人住所・氏名「○○・○○」、土地の表示「栄４丁目○

○番」、地目「田」、地積「○○平米」、同「○○番」、地目「田」、地積「○

○平米」、「栄５丁目○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、同「○○番」、

地目「田」、地積「○○平米」、同「○○番」、地目申告時「畑」現在「田」、

地積「○○平米」、同「○○番」、地目申告時「田」現在「畑」、地積「○○平

米」、計６筆「○○平米」、都市計画区域につきましては市街化調整区域、平成

〇年○○月○○日に相続した案件でございます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は篠田義昭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。 

  

篠田義昭委員  それでは、ただいまから議案第３号５番の説明をいたします。 

 申請人の住所・氏名、土地の表示につきましては事務局からの説明及び議案書

記載のとおりでございます。 
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 補足といたしまして、所在地の説明を簡単にさせていただきます。 

 国道２９８号を南に向かい、栄５丁目東交差点で右折し、約６０ｍ先左手の畑

が○○番、その南側の田が○○番、○○番、○○番です。○○番、○○番は、テ

ニスクラブの北側、隣接東側の田です。現地を見させていただきましたが、作付

状況としまして、畑はネギ、ジャガイモ、ナスなど季節野菜、それ以外の田は水

稲です。適正に田、畑として耕作管理していることを確認しております。 

 申請人の農業経営状況でございますが、従事日数２００日、経営農地、農機具

の保有状況から見て特に問題はございません。 

 以上で説明を終了いたします。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。 

 矢野委員。 

  

矢野委員 (挙手により質問） 

 事務局にお伺いしたいのですけれども、これは２０年の相続税の納税猶予の解

除に当たっての利用状況の確認ということだと思うんですけれども、５番だけが

まだ２０年たってない、１２月まで。今までこういったものが結構あったのでし

ょうか。 

  

議長  では、事務局から。 

  

事務局  ５番の案件については、１２月を過ぎないと２０年経過しないわけですが、税

務署よりこれらの案件全てにつきまして、１０月末までに特例農地の利用確認依

頼通知が届いております。理由については税務署には確認しておりません。 

  

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３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。 
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 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「生産緑地の取得のあっせんについて」上程いたしま

す。 

 それでは、議案第４号１番について、事務局に議案の説明をお願いいたします。 

  

事務局  議案第４号「生産緑地の取得のあっせんについて」、１番、三郷第１３４号生

産緑地地区の一部及び三郷第１３５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本日配付させていただきましたが、議案第４号関係資

料を配付させていただいておりますので、一緒に確認ください。 

 議案第４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

ましてのあっせんの協議になります。 

 こちらの案件につきましては、２９年７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。 

 あっせんの対象者につきましては近隣農業従事者でございます。 

 あっせんの方法につきましては、こちらの案件は申請地である泉２丁目、ピア

ラシティ２丁目付近の農家組合長さんへの案内を考えています。農家組合長さん

宛てにあっせんの案内文等の送付を行います。 

 ４番のその他でございますが、地番、面積、買取り希望価格はこちらのとおり

となっております。 

 今回の総会で承認いただけましたら、農家組合長さんにあっせんの通知という

形でさせていただきまして、１０月の総会でその結果を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。 

 堀切委員。 

  

堀切委員 (挙手により質問） 

 これは買ったとして、取得してから何年とかという契約がありますか。この土

地を買ったとして本人が亡くなるまで耕作するのですか。解除はないのですよね。 

  

事務局  生産緑地の解除としては、その生産緑地を都市計画法で指定されてから３０年

という制限がありますので、当初都市計画決定がされてから３０年間ということ

になります。期間は今から３０年ではないということで聞いております。 
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堀切委員  これを買った場合は。 

  

事務局  この土地を買った場合につきましては、生産緑地で平成４年から当初、始まっ

ていますけれども、ここは市街化編入されてからになりますので、そこから３０

年となります。申し訳ありませんが、市街化編入日は手元には確認資料がござい

ません。 

  

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３時ちょうどでお願いします。 

  

 【１５分暫時休憩】 

  

議長  再開をいたします。 

 ６番、その他に移ります。 

 まず、審議会、協議会の報告でございますが、ございましたら、お願いいたし

ます。 

 鶴岡委員。 

  

鶴岡委員  （みさと「緑のカーテン」運営協議会） ２９年９月８日 

  

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、審議会、協議会以外でもよろしいですので、ありましたら、お願い

いたします。 

  

 【挙手なし】 
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議長  それでは、農地の利用状況調査の実施について、事務局から説明をお願いいた

します。 

  

事務局  （農地の利用状況調査について説明）  

  

議長  ありがとうございます。 

 私のほうから補足させていただきますと、各委員さんが自分の地域を回ってい

ただくのは１０月６日までにお願いしたいと思います。１０月６日に四市町農政

研究会がございますので、そのときにお集まりいただいたときに、各地区で、今

度は推進員さんと一緒に回る日にちを決定していただいて、１０月２５日に提出

となりますので、その流れでお願いしたいと思います。 

 まず、各農業委員さんにつきまして、１０月６日までに見ていただく。１０月

６日に推進委員さんと一緒に回る日にちを決定していただいて、その日にちで回

っていただき、１０月２５日の総会に提出をお願いしたいと思います。資料は全

て推進委員さんが持っている資料のほうに添付をお願いします。農業委員さんの

ほうの今お渡しした資料は全て返却となりますのでお願いしたいと思います。お

配りしているのは参考資料でございますので、返却をお願いしたいと思います。 

 雑草が繁茂しているところは地図にピンクのマーカーで書いて、最初に取りま

とめた推進委員さんのほうに一括でまとめていただきます。 

 以上で流れは大丈夫でしょうか。 

 それでは、農地利用状況の調査の実施についてということで、以上説明させて

いただきました。よろしくお願いいたします。 

  

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、まず局長のほう

からお願いします。 

  

浮田局長   ①四市町農政研究会合同研修会 １０月６日 吉川市 

 ②農業委員会県外視察研修 １１月１５～１６日 

 ③マイナンバーの提供について 

 ④地方公務員の地位利用による選挙運動の禁止について 

 事務局からの連絡事項は以上でございます。 

  

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ございます。 

①みさとマルシェ  １０月２８日 早稲田公園 

 ②三郷市特別融資制度推進協議会総会 １０月３日 
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 ③活き活き農業体験講座  ９月下旬から１０月中旬 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 矢野委員。 

  

矢野委員  その他で、８月３０日の研修会ですか、ほとんど農業振興地域対象で、三郷に

はできないことばかりやっていたのかと思うんですけれども、だから農業振興地

域のない三郷でできること、できないこと、また、ここの農業委員会として、ま

た、農業委員として何ができるのか、機会があったらでいいですけれども、整理

していただいて、簡単にあいているときにでもちょっとやっていただけたらいい

のかなと。 

 あとキーワードとして、人・農地プランというのが出てきましたけれども、あ

れについても、もらった資料をよく読んでいればわかるのかもしれないですけれ

ども、ひとつよろしくお願いします。 

  

議長  今,研修の話がありましたが、矢野委員からの指摘も今後検討課題とさせていた

だきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、以上をもちまして、平成２９年９月の総会を閉会とさせていただき

ます。 

 閉会に際しまして、代理からご挨拶をお願いします。 

  

戸邉 

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３条で１件が承認、農地法第５条で４件が許可相当、相

続税の納税猶予の特例農地で５件が承認、生産緑地のあっせんについて１件が承

認されました。審議の内容を確認するとともに、円滑なる総会の運営にご協力い

ただきまして、ありがとうございます。 

 以上をもっ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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