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平成３０年第１回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成３０年１月２５日（木） 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（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２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３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 

  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 
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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３０年１月農業委員会総会に当

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。 

 ２番 加藤みつ子委員、３番 島根至代委員、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、お目通しをいただきまして、何かございましたら事

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「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「彦糸２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」の計３筆「○○平米」、理由「家庭内贈与」、経

営面積「○○平米」。なお、こちらの案件については、農地法第３条第２項各号
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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。 

 この案件は中村誠委員の担当でございます。中村委員に内容説明、お願いいた

します。 

  

中村誠委員  ただいまより、議案第１号１番の説明をいたします。 

 申請人、住所・氏名、土地の表示、経営面積につきましては、事務局の報告ど

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、二郷半用水、団地方向に向かいまして、彦糸小学校手前左折、下

沼橋を左折いたしまして、最初右側の田が○○番でございます。さらに、そこか

ら県道に向かいまして○○ｍ弱行きまして、右側が○○番、○○番の３筆となっ

ております。現在、田として管理をされており、今後も引き続き田として経営し

ていきたいというところでございます。 

 今回の贈与は家庭内贈与のため、申請人世帯において経営面積に関しては、変

更はございません。 

 続きまして、譲渡人、経営状況の説明を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） 

 それではご審議のほど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。 

 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
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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「彦糸２丁目○○番」、地目「畑」、地

積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計２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

いては、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２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。 

 現地ですが、彦糸小学校の西側、二郷半用水にかかる彦糸下沼橋を県道に向か

い、約○○ｍ進んだ北側が○○番、その西側が○○番となります。所要時間と距

離は約６キロで、自宅からは約３０分ほどです。現地確認をしましたところ、現

在は田として耕作管理をされておりました。 

 許可後の作物の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ございません。 

 続きまして、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） 

 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。 
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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。 

  

 ２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  再開をいたします。 

 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、３番、５番につきまして内容調査会を行っております。 

 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。 

  

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、譲渡人住所・氏名「○○・持分２分の１○○」、住所・氏名「○○・持分

２分の１○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、権利の種類「売買」、土地

の表示「市助字江戸川○○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。 

  

岡庭会長  ありがとうございます。 

 この案件は私、岡庭の担当でございます。私から内容説明をさせていただきま

す。 

 それでは、議案第２号１番の説明をさせていただきます。 

 譲受人、○○さん、住所が○○、職種といたしまして、会社員でございます。 

 まず最初に、理由書から述べさせていただきます。 

 （理由書の朗読） 

 内容でございますが、木造２階建て、建築面積が○○平米、延べ床面積が○○

平米の２階建てでございます。隣地の同意につきましてはございます。被害防除

といたしまして、南側につきましては、三郷市道と接道しておりますので、特に

なしということでございます。北側につきましては、新設のＲＣ擁壁プラスコン

クリートブロック２段積み、東側、新設のＲＣ擁壁プラスコンクリートブロック

２段積み、西側、既設のＲＣ擁壁プラスコンクリートブロック６段積みプラスネ

ットフェンス６００ミリ、６０ｃｍになります。雨水つきましては、雨水浸透ま
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すで処理をして、オーバーフロー分を北側の水路に放流。汚水につきましては、

合併処理浄化槽の５人槽を設けまして、処理後、北側水路に放流となっておりま

す。敷地内は駐車スペース２台分を確保いたします。 

（誓約書、資金計画について説明） 

 開発許可要件ですが、申請者の○○さんの６親等内親族である○○さんが、こ

れは妻の母ですが、２０年以上、先ほどの理由書で述べました○○のほうで在住

しておるということです。 

 そのほかにつきましては、あと隣接に住宅があるのですが、そちらのコンクリ

ートブロックを使用して埋め立てをしてもいいという、隣地から許可をいただい

ておりますので、新設ではなく、既設のほうにあてがって埋め立てをするという

ことで聞いてございます。 

 以上、議案第２号１番の説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願い

します。 

  

議長  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 住宅用地  （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 

  

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「茂田井字下新田○○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「畑」、地積「○○平米」、計３筆「○○平米」、施設概要「資

材置場用地」。 

 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
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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。 

 この案件は加藤委員の担当でございます。加藤委員に内容説明、お願いいたし

ます。 

  

加藤委員  それでは、議案第２号２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、施設概要につきましては、事務局か

らの説明がありましたので、省略いたします。また、申請地につきましてもビデ

オのとおりですので、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） 

申請理由書が届いていますので、読み上げます。 

（理由書朗読） 

 それから、利用計画ですが、駐車場、先ほどの車４台、それから資材置場とし

て、コンクリートブロック約３００個、それから化粧ブロック約５０個、インタ

ーロッキングブロック約３００個、乱形石材約５０枚、高麗芝、木材、電動工具、

発電機、削岩機、セメント、モルタル、その他資材。それから、隣地の同意はあ

ります。それから、被害防除ですが、南側に新設コンクリート土留、それから西

側、既設ＲＣ擁壁フェンス高さ１．５ｍ、東側、出入り口で砂利飛散防止舗装５

ｍ掛ける４ｍ、それで東側は道路からの出入り箇所にはバリケードを設置すると

のことです。それから停止線。北側が既設ＲＣ擁壁プラスフェンス高さ１．５ｍ、

住宅用との敷地の境なんですけれども、単管パイプ１．６ｍの間隔で、高さが９

０ｃｍプラス４５の高さだそうです。誓約書があります。 

（資金計画について説明） 

 以上です。よろしくご審議お願いいたします。 

  

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。 

 矢野委員。 

  

矢野委員 （挙手により質問） 

 隣接地に住宅用地ということが話にありましたけれども、それはこれから出て

くるという予定なんでしょうか。 

  

議長  加藤委員。 

  

加藤委員  計画としては４月から５月ごろに申請する予定だそうです。 
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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 資材置場用地  （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、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・

○○」、権利の種類「賃貸借」、土地の表示「鷹野４丁目○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、施設概要「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。 

 この案件は鶴岡委員の担当でございます。鶴岡委員に内容説明、お願いいたし

ます。 

  

鶴岡委員  それでは、ただいまから議案第２号３番について、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、内容調査会で聞取りした内容について説明） 

 利用計画についてですが、利用計画といたしましては、駐車場でございます。
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駐車スペース１８台分を確保する計画となっております。被害防除として、敷地

内は砂利敷き、敷地内の周囲は全て単管パイプ柵で囲い、高さは１ｍになります。

出入り口が南側に開口４ｍで、砂利飛散防止舗装が５ｍ掛ける５ｍで停止線があ

ります。アイドリングストップ看板と法人名の看板の設置があります。隣地の同

意は必要ありません。 

 以上が被害防除になります。 

 また、その他として、誓約書が提出されております。 

（資金計画について説明。） 

 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） 

 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。 

  

 【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、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・

○○」、権利の種類「賃貸借」、土地の表示「戸ヶ崎字大道西○○番」、地目「畑」、

地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、計２筆

「○○平米」、施設概要「店舗用地（コンビニエンスストア）」でございます。 

 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。 
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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２号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、省略を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） 

 コンビニエンスストアの利用計画についてですが、店舗１棟、物置１棟、駐車

台数１２台、うち車椅子用が１台、大型車両が２台、駐輪場１０台、敷地面積と

して○○平米を予定しています。隣地の同意については必要ございません。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） 

 被害防除の関係ですが、汚水は公共の下水道を使用します。雨水は雨水浸透ま

すにて処理をし、オーバーフロー分を雨水貯留槽にためて、ポンプアップして西

側道路側溝へ少しずつ放流します。北側が新設コンクリートブロック１から３段

積みプラスフェンス１．２ｍ、西側は新設コンクリートブロック２から３段積み

プラスフェンス１．２ｍ、南側が中川側には新設コンクリートブロック１から３

段積み、県道側はラバーポールを２ｍ間隔で設置をします。南側は市道に接して

いますが、車は通れないようになっております。東側が県道沿いになり、出入り

口２カ所で停止線があります。敷地内は全面舗装でアイドリングストップ看板と

サインポールが設置されます。 

 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おります。 

 （資金計画について説明） 

 以上で説明終わります。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。 
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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。 

  

 ４番 店舗用地  （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「○○・持分２分の１○○」、住所・氏名

「○○・持分２分の１○○」、住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○

○・○○」、権利の種類「賃貸借」、土地の表示「南蓮沼字外崎○○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・仮設事務所用地（一時転用）」でござ

います。 

 なお、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。 

 この案件は大久保委員の担当でございます。大久保委員に内容説明、お願いい

たします。 

  

大久保委員  それでは、ただいまから第２号５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、内容調査会で聞取りした内容について説明）  

利用計画についてご説明させていただきます。駐車スペースに車１７台、仮設

事務所としてユニットハウス１棟、くみ取り式簡易トイレ１基を置く計画です。 

 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。 

 （理由書朗読） 

被害防除の関係ですが、敷地内は鉄板敷き、南側、西側に単管パイプ柵高さ１

ｍ、東側は単管パイプ柵高さ１ｍと出入り口の計画です。また、その他として、

誓約書が提出されております。 

（資金計画について説明） 

利用期間は申請が許可されてから約１年間とのことです。 
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 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。 

 篠田委員。 

  

篠田義昭委員 （挙手により質問） 

 今後のためにお聞きしたいんですが、一時転用、今回１年間ということですが、

事務局にもお伺いしたいんですが、一時転用の期間というのは、例えば２年でも

３年でも一時転用になるのか、１０年でも一時転用になるのか、その境目という

のは。お願いします。 

  

議長  じゃ、事務局、お願いします。 

  

名川局長補佐  農地法上、許可とるときに一時転用の期間は最長３年となっております。今回

は１年間でその工事が終わるということで、１年間の駐車場の借用の申請になっ

ておりますけれども、３年までは認められます。 

  

篠田義昭委員  ３年までは一時転用できる。わかりました。 

  

議長  そのほかございますか。 

 内田委員、お願いします。 

  

内田委員 （挙手により質問） 

 参考にお聞きしたいんですが、この一時転用地から工事やる現場までは距離ど

のくらいなんですか。 

  

議長  大久保委員。 

  

大久保委員  ５０ｍ、約１分です。 

  

議長  先ほど担当委員からプレハブ設置という話がありました。このことについて事

務局から補足説明させていただきます。 

  

事務局  通常、調整区域に建物を建てる許可がおりることはありません。今回のプレハ

ブの設置については、特別養護老人ホームの建設工事が始まっておりますが、そ

の仮設事務所として調整区域において、建築基準法上認められると開発指導課の

建築指導係に確認しております。 

 以上です。 
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議長  ありがとうございます。 

 そのほかございますか。 

  

堀切委員 （挙手により質問） 

 仮設プレハブの基準というのは何ですか。 

 結局は基礎をやらなければ、結構置いてあるというんで、結構置いてあるじゃ

ないですか。基礎なしだったら。 

 これ一時転用だからプレハブ建てていいんですけれども、普通のところでもみ

んなプレハブで、結局はアンカーかなんかの上に建てたりするじゃないですか。

あれはオーケーなんですか。 

  

事務局  このことについては、農業委員会ではなくて、当然、開発指導課、開発指導係

や建築指導係の範疇に入るわけですけれども、確認したところ、調整区域での建

物建設及びプレハブを置く行為そのものもがだめだと聞いております。 

 ただし、今回の申請に関しては、すぐ近くに特別養護老人ホームの工事現場が

あり、その現場事務所を一時的に設置したいということで、許可が不要で建てら

れるということを確認しております。 

 ほかによくあるものとしては、公共事業で道路や水路の工事現場のすぐ近くに

仮設事務所を設置するというのがあります。 

 単純に現場事務所をつくりたいといった場合、これは許可をとるということに

なります。建物をただ置くとか、基礎があるとかではなくて、仮設事務所そのも

のが、本来は調整区域では置くこと、建てることができないということです。 

今回の申請は、もともと特別養護老人ホームの建設工事がある中で、その現場

事務所の設置をするということで、特別に認められたものであるという説明を受

けてきました。 

  

堀切委員  じゃ、コンテナハウスとか、ああいうのは置いちゃいけないということだね。 

  

事務局  基本的には調整区域には置いてはいけないということになります。 

  

堀切委員  何かトレーラーハウス置いていて、一生懸命同じところにいたという。トレー

ラーハウス動くからといったりする。 

 トレーラーハウスで一番安いというと二、三百万だから。 

 オーケーです。 

  

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） 
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 事務局にちょっと参考にお聞きします。 

 調整区域にいわゆる選挙事務所、転用は、あれはどうなんでしょうか。選挙事

務所として使う場合。 

  

事務局  建物の許可ということですよね。 

  

内田委員  そうです。 

  

事務局  選挙事務所の話ですよね。先ほどからの説明ですと、選挙事務所については、

しかるべき許可をとっていると思われるのですが、確認して説明させていただき

ます。 

  

議長  以前に申請を出して許可をとった事例があったと思いましたが 

 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、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 駐車場・仮設事務所用地（一時転用）  （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。 

  

 【２０分暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開いたします。 

まず、先ほどの件について、事務局より報告がございます。 

では、事務局どうぞ 

  

事務局  先ほどの選挙事務所についてですが、開発指導課のほうに確認したところ、き

ちんと許可をとってやっているそうです。 

 以上となります。 
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議長  ありがとうございました。 

 続きまして、先般お願いしてございました、このたびの雪に対する被害につい

てのことにつきまして、農業振興課長からお願いします。 

  

農業振興課長  （大雪に関する被害情報について）  

  

議長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして６番、その他に移らさせていただきます。 

 まず、（１）審議会、協議会の報告につきまして、もし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、ないようですので、報告事項といたしまして、私のほうから１点報

告させていただきます。 

（埼葛地方協議会の臨時総会） 

 以上でございます。 

  

議長  それでは、続きまして（２）のその他の中で報告事項、親睦会の忘年会につき

まして、会計報告を会計のほうからお願いいたします。 

  

篠田匡章委員 （三郷市農業委員会親睦会、忘年会収支報告） 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

  

議長 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  それでは、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 埼葛地方協議会農業委員・推進委員等研修会        １月３１日 

② 三郷市農業委員会日帰り研修                      ２月２８日 

③  市町村農業委員会会長・事務局長会議              １月２９日 

④  四市町農政研究会                                ２月７日 

⑤  埼葛地方協議会農業委員会会長・事務局合同視察研修 ２月１６日 

⑥  新年会 

  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。 

 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
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いたします。 

  

名川局長補佐  農業振興課からの連絡事項につきましては３点でございます。 

①  みさと農政だよりの発行    ２月の中旬   記事掲載 島根委員 榎本委員 

②  三郷市農業青年会議所地産地消推進事業（食育支援）２月２０日 

③ 三郷市農業再生協議会の開催 ２月の下旬 

 以上です。 

  

議長 ありがとうございます。 

 １点だけ補足しますと、１月３１日の埼葛地方協議会の研修会も服装につきま

しては、やはりネクタイ、委員バッジ着用でお願いしたいと思います。全て上着、

ネクタイ、バッジ着用でお願いしたいと思います。 

 それでは、以上で本日の総会の議題は全てとなりますが、総括的にもしござい

ましたらお願いいたします。 

  

議長  それでは、以上で本日の総会の議題は全て終わります。 

 以上で閉会となります。 

 閉会に当たりまして、戸邉代理から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２件が承認、５条で５件が許可相当となりまし

た。審議の内容を確認するとともに、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、ご挨拶にかえさせていただきます。 

ありがとうございました。 
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