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平成２９年第１３回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成２９年１２月２５日（月） 午後１時３０分から３時１５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関する適格者証明願について 

  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  任 貝塚 昭美 

 

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１２月農業委員会総会の開

催に当たりまして、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。 

 １４番 堀切委員、１番 矢野委員、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、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「南蓮沼字下沼○○番」、地目「田」、地積「○

○平米」、「番匠免字内谷○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、「花和田
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字関内○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「畑」、

地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、「○○

番」、地目「田」、地積「○○平米」、「○○番」、地目「田」、地積「○○平

米」、「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計８筆の「○○平米」、理

由「家庭内贈与」、経営面積「○○平米」。 

 なお、こちらの案件につきましては、農地法第３条第２項各号に該当しないた

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。 

 この案件は島根委員の担当でございます。島根委員に内容説明、お願いいたし

ます。 

 なお、こちらの案件については、申請地が複数の地域にまたがっているため、

加藤委員と大久保委員にも今回の申請地の現況につきまして説明お願いいたしま

す。 

 それでは、島根委員お願いします。 

  

島根委員  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。 

 現地ですが、私からは花和田の土地について説明いたします。 

 市役所の前の道を西に向かい、インター南部の中を通り抜けて二郷半用水通り

にぶつかったコンビニのところのＴ字路を左折し、すぐ次の下橋で右折、下橋を

渡って約１００ｍ行った右側の農地が手前から○○番、○○番になります。さら

にそこから２０ｍ先の農地で左側の手前から○○番、○○番、○○番、○○番に

なります。 

 現在、○○番と○○番は田として、その他は畑として小松菜や枝豆が耕作され

ております。 

 続きまして、番匠免の土地については、加藤みつ子委員からご説明をお願いい

たします。 

  

加藤委員  それでは、番匠免の土地の現地説明をいたします。 

 現地は新しい４車線の道路を三郷中央駅方面から北に向かっていき、幸房小学

校を越えた次の信号の交差点を左折して、ちなみに右折するとドコモショップの

ほうです。約１２０ｍ行った右側の農地が申請地になります。現在、田として耕

作されております。 

 私からは以上です。 

  

島根委員  加藤委員、ありがとうございました。 

 続きまして、南蓮沼の土地について、大久保委員、ご説明お願いします。 
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大久保委員  それでは、南蓮沼の土地の現地説明をいたします。 

 現地は新しい４車線の道路、都市計画道路新和吉川線を中央駅方面から北に向

かっていき、記念碑通りとの交差点のすぐ次の信号を通過し、５０ｍ先の水路沿

いの道を左斜めに入って約１００ｍ先の農道との交差点を右折し、右側３枚目が

南蓮沼の農地です。現在、田んぼとして耕作されております。 

 私からは以上です。 

  

島根委員  大久保委員、ありがとうございました。 

 許可後の作物作付計画といたしまして、水稲、小松菜、枝豆を予定していると

のことです。今回は家庭内贈与ということであり、申請人世帯の経営面積に変更

はございません。 

 （以降申請人、農業従事日数、農機具保有状況について説明） 

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。 

  

 【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２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「新和５丁目○○番」、地目「田」、

地積「○○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。 
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 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。 

 まず、申請地でございますが、中央通りを南へ向かいまして、三郷放水路を越

え、信号がないので、約１キロ行きますと、左側に埼玉リハビリテーション病院

があります。その交差点の次の交差点を左折して、最初の交差点の右の角が○○

さんの自宅になります。申請地はこの自宅の西側に位置するところでございます。 

 （以降申請人、農業従事日数、農機具保有状況、作付け作物について説明） 

家庭内贈与で特に問題はないかと思いますが、慎重なるご審議をお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

  

議長  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。よって、承認をいたします。 

  

 ２番 家庭内贈与  （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す。 

  

名川局長補佐 議案第１号３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「○○・○○」、持分２分の１、住所・氏名「○○・○○」、

持分２分の１、権利の種類「贈与」、土地の表示「彦成２丁目○○番」、地目「田」、

地積「○○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。 
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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、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１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、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、省略をさせていただきます。 

 現地ですけれども、彦郷小学校の西側、二郷半用水にかかる彦富橋を県道に向

かい約５０ｍ進んだ南側の農地が申請地となります。現場確認をしましたが、現

在申請地は田として耕作管理されておりました。 

 許可後の作物作付計画としましては、水稲を予定しているとのことです。今回

は家庭内贈与ということであり、申請人世帯の経営面積に変更はありません。 

 （以降申請人、農業従事日数について説明） 

 次に経営面積ですが、田、○○平米、こちらは水稲です。畑、○○平米、こち

らは小松菜、白菜、ネギ、トマトを作付しています。計○○平米であります。 

 (農機具の保有状況説明) 

 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３番の説明が終わりました。御意見、ご質問のある方は挙

手をお願いいたします。 

  

矢野委員 （挙手により質問） 

 これは事務局への質問かと思いますけれども、○○さんと○○さん、住所が違

うようですけれども、同じ世帯ということはどういう、調査で同じとして出して

あれば同じうちになるのかどうか、ちょっとその辺もお伺いしたいと思います。 

  

議長  事務局、お願いします。 

  

名川局長補佐  農家世帯とは、同じ住所だけでなくて、２親等以内ということで、今回の案件

ですと、○○さんは○○さんの娘ということで、２親等以内の親族ということで

農業従事者という登録がございます。 

 今回、もともと○○さん、農地のほうはお持ちではありませんけれども、調査

等で○○さんと○○さんは一緒に農業経営しているという届け出が過去からあり

ましたので、今回同世帯ということで家庭内贈与という形で申請が上がってきた

もので、問題ないかと考えております。 

  

矢野委員  わかりました。 

  

議長  そのほかございますか。 
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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。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号に係る申請地のビデオ上映】 

  

議長  再開いたします。 

 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。 

 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２番につきまして内容調査会を開催しております。 

 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。 

  

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２名です。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２丁目○○番」、

地目「畑」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「畑」、地積「○○平

米」、「○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、「○○番」、地目「畑」、

地積「○○平米」、計４筆の○○平米、施設概要「住宅用地」。 

 なお、こちらの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、お願いいたし

ます。 
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内田委員  それでは、ただいまから議案第２号１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、事務局の説明どお

りですので、省略いたします。また、現地ですが、ビデオどおりです。補足しま

すと、道路を隔てて南側が三郷市立の南中学校でございます。 

 それでは、説明させていただきます。 

（以降、申請人について説明）  

理由書が届いておりますので、読み上げます。 

（理由書朗読） 

 利用計画ですが、木造２階建て、車駐車場２台分、建築面積７６．０２平米、

延べ床面積１３２．１５平米です。隣地の同意は必要ありません。被害防除です

が、北側は現状のまま、特に何もいたしません。東側は新設ブロック２段積み、

南側と西側は既設ブロックを使用します。また、雨水につきましては、雨水浸透

ますから汚水は合併処理槽７人槽で処理後、南側水路へ放流ということです。そ

の他として、誓約書あります。 

（資金計画について説明） 

 開発許可要件は、都市計画法３４条第１２号、三郷市又は三郷市に隣接する市

の市街化調整区域に２０年以上在住する者が、既存の集落に自己又は自己の親族

が所有する土地において行うものです。 

 以上で説明を終わります。問題はないかと思いますが、ご審議よろしくお願い

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。 

  

 １番 住宅用地  （全員賛成） 
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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「賃貸借」、土地の表示「前間字大月○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、「○○

番」、地目「田」、地積「○○平米」、「○○番」、地目「田」、地積「○○平

米」、計４筆○○平米、施設概要「駐車場兼資材置き場」。 

 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。 

 この案件は榎本委員の担当でございます。榎本委員に内容説明、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番についての説明をさせていただきます。 

 賃借人及び賃貸人の住所・氏名、権利の種類、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のと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、ビデオで見たとおりでございますので、

省略いたします。 

 （以降内容調査会で聴き取り調査した内容を説明）  

 続いて、利用計画でございますが、足場板５００枚、単管パイプ２，０００本

を保管し、社用車３台を駐車するとのことでございます。 

 理由書がございますので、読み上げさせていただきます。 

（理由書朗読）  

 続きまして、被害防除でありますが、北側と西側及び東側につきましては、高

さ３ｍの新設鋼板塀を単管パイプで固定します。そして、南側の住宅のところだ

け２ｍの鋼板で囲うとのことでございます。北側の出入り口は蛇腹式ゲートで施

錠し、幅５ｍ、奥行き５ｍのコンクリート舗装、停止線、会社看板、照明灯を設

置、左側にアイドリングストップ看板設置、東側セットバック６０㎝、防火水槽

に沿って新設鋼板塀、高さ３ｍの単管パイプで固定し、敷地内は砂利敷き、その

他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）  

以上ですけれども、提出された書類は、最初の内容説明のときには、２ｍとい

う高さの鋼板塀で仕切るということになっていたんですけれども、対面して聞き

取り、あるいは確認をいたしましたところ、盗難防止のために３ｍの壁が必要だ

ということを主張されまして、私たちは地元ではそんなに高いところはないので、

２ｍの高さにお願いできないでしょうかということで頼んであったわけです。 
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 その後、住宅側の南だけは２ｍにするけれども、ほかは３ｍだよという話を最

終的に聞きました。 

 でも、あそこはその申請地から半径５０ｍ以内でざっと３０軒ぐらいの人が住

んでいますので、そこにあるただ唯一の農地といいますか、畑なわけであります。

そういう状況を考えますと、申請されたから、はい、３ｍでもしようがないとい

うふうには地元の農業委員としては考えられませんので、近所の人に迷惑かから

ないような、住宅の人が住みにくくならないような線で、もう一回申請していた

だけたらありがたいと私は思っています。 

 以上で説明を終わります。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。 

 篠田委員、お願いします。篠田義昭委員。 

  

篠田義昭委員 （挙手により質問） 

 これは榎本委員と、事務局にもちょっと質問ですけれども、こういう場合には、

譲渡人さんの意思というのは関係してくるんでしょうか。例えば２ｍでおさめて

ほしいとか、３ｍまで上げてもいいよとか、そういう意思というのは関係してく

るんでしょうか。 

  

議長  じゃあ、事務局から。 

  

名川局長補佐  もちろん譲渡人と譲受人２人からの申請ですので、しかも賃貸借ということで

ございますので、この申請内容は２人が共通認識を持っているものだとして確認

しております。 

 今回、内容調査会後に代理人を通して、地域のお話でもありますので譲渡人と

利用計画についてしっかり確認してください説明いたしました。それで確認しま

しましたということで、事務局のほうには報告は来ています。  

  

篠田義昭委員  譲渡人さんは、じゃあ３ｍでも納得はしているという。 

  

名川局長補佐  代理人からはそういう報告は受けています。 

  

議長  篠田匡章委員。 

  

篠田匡章委員 （挙手により質問） 

 事務局にお聞きしたいんですが、最近うちの近所で、やっぱり資材置き場で鋼

板塀が今まで白とかシルバーの塗っていないやつとかだったんですけれども、黒

塗りの鋼板塀をやっているところがあるんですけれども、色的には別に何の問題
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もないんでしょうか。 

  

議長  それでは、私のほうから、まず補足のほう。 

 三郷市内、基本的にはシルバーの鋼板塀です。基本は、塗っていないやつは。

三郷市内現況では、黄色、緑、あと黄色にブルーのラインとか、そういった色が

出ています。また逆にシルバーに白いペンキを塗ったところも何カ所かあります。 

 現在では近隣からそういったクレームというのは一切なかったんですが、今回、

初めて黒という内容が出てまいりました。確かに私も見てきましたが、威圧感は

ある状況かなと思います。 

 そのことにつきましては、景観条例のほうの問題もありますので、事務局のほ

うから回答をお願いしたいと思います。 

  

名川局長補佐  開発等にかかるときには、景観条例等、要するに開発指導課と景観条例を管理

している都市デザイン課で確認しながら行っています。その中で、やはり黒とい

うのはアウトだそうです。明確な色はないんですけれども、例示の色を出してい

ただきましたけれども、やっぱり黒からだんだん白っぽく薄くなっていって、こ

の辺だったらいい、黄色に関しても、本当の黄色なのと、その辺はやっぱり開発

が絡むときにも、こういうところだったらという話はされるそうです。 

 余りにも色が違うときには、都市デザイン課で景観条例は申請なので、やりと

りしながら進められているということです。今回、そちらの担当の近くのあると

ころに関しては、実際、農業委員会でも、その時点では黒だというのは把握して

いませんでした。駐車場ということで、開発にはかからないということで進んだ

経緯でございます。 

 この場合は、今後の開発が絡むと景観条例に関連することになります。黒は望

ましくないということです。 

  

篠田匡章委員  ありがとうございました。 

  

議長  そのほかございましたら、挙手にてお願いをいたします。 

 堀切委員。 

  

堀切委員 （挙手により質問） 

 じゃあ、鋼板塀は３ｍで、２ｍにするのは相手の協力の任意ということですよ

ね。ということは、一般に３ｍで申請が来た場合は許可を出すというのが今まで

の前例ですよね。そういうことは、地域の住民がという附帯決議をして却下とい

うこともありなんですかね。どっちが優先なんですか。鋼板をつくるというので、

許可基準が３ｍで、任意で２ｍまで下げてもらっている、協力で下げてもらって

いるわけですよね。そういうことは、３ｍで来た場合は、許可相当ということに

なるのか、結局は附則で周りの環境を考えて２ｍに、農業委員会としては２ｍで

許可出しますとかって出せるのか、難しいところですよね。どうなんですか。 
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岡庭早苗委員  住宅地だけれども、一応調整区域で、法にのっとって自分たちは判断しなきゃ

いけないじゃないですか。それが見栄え悪いからそこのところは駄目よというの

は、委員会としてはどうなのかなとなりますよね。 

  

島根委員  畑の中に高い塀とかがあるならまだいいんですけれども、住宅地の場合、近隣

の人たちは中で何をしているかなというのは思いませんか、皆さん。だから子供

さんなんか学校近くで、これってどうなのかなと、やっぱり榎本委員が言われた

ように、ちょっと疑問は残る。 

  

堀切委員  結局は、防犯上３ｍまで許可するんだったら、資材とか持っている人は３ｍに

したいわけですよ。盗難とかで。 

  

島根委員  そうですよね。それはわかるんですけれども。 

  

堀切委員  だから、結局は３ｍが許可基準と聞いちゃったので、３ｍにしますって相手は

きたんだと思うんです。近所の人は、きっと周り２ｍだから２ｍでお願いします

というので、市役所の許可基準は３ｍという話になれば、じゃあ３ｍで出して許

可出るでしょうという話だと思うんですよ。結局は。 

 基準が３ｍで、そこに協力は、結局は任意の協力ですから、２ｍにするという

のは、この業者さんの任意の協力で２ｍにしてもらっているわけですから、だか

ら３ｍの許可基準で出されたものに対して、周りの環境を考えて２ｍの附則とか

つけられるのか、つけられないのか、難しいところだと思うんですよね。 

  

議長  それでは、私のほうから補足説明させていただきます。 

 過去の経緯からしまして、過去に駐車場、資材置き場で４ｍで東西南北囲うと

いう案件がありました。４ｍですと、東側、西側に農地がありましたので、日が

当たらないということで、南側につきましては自分の敷地が日陰になる、北側に

ついては、北側の道路が日陰になるので特に問題ないと。東、西については２ｍ

より下げてくださいという指導のもと、鋼板塀を半分にして２ｍにしていただき

ました。農地があった場合ですね。 

 三郷は、今まで許可的に３ｍであれば許可としておりました。ただ、隣地に農

地がある場合には２ｍでお願いをしてきた、あくまでもお願いです。 

 私の補足は以上でございます。 

 そのほか、質問等ございましたら、挙手の上お願いしたいと思います。 

大久保委員。 

  

大久保委員 （挙手により質問） 

 もう一回確認なんですけれども、北側が出入り口、道路があるんですよね。南

側は２ｍですか。 
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榎本委員  お答えいたします。 

 今回申請地の南側は住宅地です。○○さんというお宅がありまして、住宅地の

ほうだけは２ｍに抑えて、あとの周りは３ｍで囲っているのが計画というか、出

された申請内容でございます。  

  

議長  １点補足させていただきますが、資材は２ｍでございまして、鋼板塀が２ｍだ

と外から見えてしまうので、盗難の被害に遭うと。３ｍにして見えないようにす

るというのが、今までの業者の言い分でございますので。 

 それでは、戸邉委員からお願いします。 

  

戸邉会長職務

代理 

 （挙手により質問） 

 事務局にお聞きしたいんですが、以前も私の担当で、要するに、法律にはひっ

かからないで否決になったもの、ございましたよね。その後、臨時、開かれまし

たよね。結構大変でしたね。例えば法律にひっかからないものがこの場で否決さ

れた場合、どうなるのかを事務局にお願いします。 

  

議長  どうぞ。 

  

浮田局長  今の戸邉代理のご質問に直接のお答えになるのかというところはちょっとある

んですけれども、７月の改選後、春日部農林の課長さんが来て、農地法の研修と

いうのがあったかと思います。そのときに、こんな冊子を使いながら、農地法の

許可基準、許可の方針ということをお話しされていた内容としまして、農地転用

の許可の方針という中で、大きく２つ基準がありまして、１つは立地基準、立地

基準については、先ほど申請内容の説明について名川補佐からありましたけれど

も、第２種農地と判断されますと。事務局の見解ではございますけれども、立地

基準というのは第１種、第２種、第３種という、その何種農地かというところの

判断が一つと。 

 ２つ目の基準というのが一般基準というものになっていまして、幾つか項目が

あるんですけれども、転用の確実性が認められない場合は許可できませんよと、

また、周辺農地への被害防除措置が適切でない場合は許可できませんよというと

ころが、大きな不許可の基準にはなってくるところなんですけれども、今回の案

件について考えてみますと、鋼板塀の高さが、三郷市内ですとおおむね３ｍでず

っときているという中で、２ｍというお願いをしたわけですけれども、今回その

お願いというのは、住宅側のほうは２ｍにするという利用計画が上がってきてい

るんですけれども、それ以外の北側、東側、西側については３ｍにしたいという

内容でございます。 

 あくまでも２ｍにしてくださいというのはお願い事項でありまして、農業委員

会という許認可を司る私たちとしますと、明らかにこういった基準に反していま

すよということがあれば、不許可という方向に持っていくことも可能なのかなと
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は思っておりますけれども、そうでない場合につきましては、不許可にする理由

というのがちょっと見当たらないのかなと思っております。 

 先ほど戸邉代理のお話にありました件につきましても、ちょっと事務局のほう

での確認不足もありましたので、一旦不許可ということになってしまったんです

けれども、県とか、国とかに確認をとりまして、不許可にする理由がないという

ことで、臨時総会を開いて再度ご審議いただいて許可という方向になったという

ことがございました。 

 今回も、この後採決ということになろうかと思いますけれども、不許可相当と

いうことになった場合には、どのような基準に照らし合わせた上で不許可にした

のかということを明確にした上で、春日部農林のほうへ進達する必要があります。

不許可相当とする場合には、そのあたりの理由のほうも後ほどお伺いさせていた

だくようになろうかなと考えております。 

 そのほか今回の案件につきましては、東側道路がちょっと狭いということで、

セットバックのお願いもしましたところ、セットバックには応じていただいた利

用計画になっております。 

 また、鋼板塀で真四角ずっと囲んでしまいますと、交差点もありますので、交

差点での車の通行の際に見にくいというところもお話ししましたところ、隅切り

ということも協力いただいているというところもございます。 

 これらが補足になりますけれども、そのような協力もいただいた中での鋼板塀

についてのお願いについては、業者さんからすると盗難防止のため、２ｍですと、

道路に車横づけして、ユニックで持っていかれちゃうという懸念があるというお

話も説明されておりましたけれども、そのような観点から、３ｍの鋼板塀でとい

う内容調査会での説明がございまして、なおかつ利用計画もこのような形で上が

ってきております。 

 今後、許可相当となった場合、県に進達した後でも、代理人を通して、今回２

ｍということでのお話というのは、この農業委員会の中でも議論が交わされたと

いうことはお伝えさせていただきたいと考えております。 

 事務局、以上でございます。 

  

議長  ありがとうございました。 

 そのほかございますか。 

 

 【挙手なし】 

  

議長  それでは、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。 

  

 【賛成多数】 
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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。 

  

 ２番 駐車場、資材置き場用地  （賛成多数） 

  

議長  それでは、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「幸

房字上三尺道外○○番、地目「田」、地積「○○平米」、「○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、計２筆の○○平米、経営面積○○平米、相続開始年月日は２

９年○○月○○日でございます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は加藤委員の担当でございます。加藤委員より内容説明お願いいたし

ます。 

  

加藤委員  それでは、議案第３号１番についてご説明申し上げます。 

 被相続人、相続人、土地の表示、経営面積については、事務局より説明がござ

いましたので、省略いたします。 

（以降申請地、申請人、耕作状況、従事日数について説明）  

 以上です。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。 
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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。 

  

 １番 納税猶予  （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５５分でお願いします。 

  

 【 15 分暫時休憩】 

  

議長  それでは再開をいたします。 

 続きまして、６番、その他に移らせていただきます。 

 まず、（１）として、審議会、協議会の報告につきまして、ありましたらお願

いいたします。 

  

大久保委員 （２９年度第１回三郷市都市計画審議会 １１月３０日 全員協議会室） 

  

議長  ありがとうございます。 

 審議会、協議会につきまして、ほかにございますか。 

  

 【挙手なし】 

  

議長 （ＪＡさいかつ管内農作業受委託料金協議会 １２月５日 ＪＡさいかつ三輪

野江支店） 

  

篠田匡章委員  （平成２９年度三郷市農業委員会県外視察研修会の会計報告）   

  

議長  ありがとうございます。 

 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 ① 違反転用対策重点パトロールについて 

② 農地利用最適化推進１・１・１運動について 

③ 農業委員会活動記録セットについて 

④ 埼葛地方協議会役員会・臨時総会について 

⑤ 埼葛地方協議会研修会について 

⑥ 新年会について 

  

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、補佐からお願いします。 

  

名川局長補佐 ① 小松菜用袋・野菜用袋・結束テープの配布 
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議長  ありがとうございます。  

 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。 

 閉会に当たりまして、戸邉代理より閉会のご挨拶をお願いしたいと思います。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 長時間にわたり、慎重なご意見ありがとうございました。 

 今月の総会では、農地法３条で３件が承認、５条で２件が許可相当、相続税の

納税猶予の証明願で１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。 
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