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平成３０年第５回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成３０年５月２５日（金） 午後１時３０分から 午後４時４５分 

 

２．開催場所 農業委員会議室 

 

３．議長 岡庭 𠀋夫（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 𠀋夫 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３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４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３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４号 平成３１年度農地利用最適化施策に関する意見提出について 

  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  
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６．農業委員会事務局職員（会議書記） 

   事務局長 高橋 均 

   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 

 ただいまから、平成３０年５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  それでは、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。 

 １０番 篠田匡章委員、１１番 内田和夫委員、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  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をいたします。 

  

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「賃貸借」、土地の表示「鷹野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」、「同じく○○番」、地目「田」、地積「○○平

米」の計４筆「○○平米」でございます。理由「農業経営拡大」、経営面積「○
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○平米」。備考としまして、○○市に○○平米を同時申請しております。合わせ

ますと、経営面積が計○○平米となる予定でございます。 

 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１番について説明をさせていただきます。 

 譲渡人、譲受人の住所、氏名、権利種類、土地の表示、理由につきましては、

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。 

 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号線を南下し、南中学校交差点を左折、中央通りまで進んで南中入

り口交差点を左折、約○○ｍ進んだ西側が、現在申請人が借り入れをしている畑

で、その西側の畑が今回の申請地となります。 

 それでは、まず申請人、○○様の経営状況について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） 

 続いて、利用計画ですが、申請地の権利取得後は、体験農園として利用するの

が目的となっております。 

 ここで、体験型農園事業についての事業目的として書式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。 

 加藤委員。 

  

加藤委員 （挙手により質問） 

 今申請しているのは田んぼですよね。それで、何かお話を聞いていると、野菜

をつくりたいみたいなことを言っていたんですけれども。 

  

議長  篠田委員。 

  

篠田義昭委員  その件につきましても本人に確認をしました。今借りているお客さんといいま

すか、農園を借りているお客さんから、水稲も今後はやってみたいという声が多

かったものですので、本人としましては、今後は水稲のほうも体験という形でや
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っていく考えを持っております。 

  

加藤委員  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。 

 なお、○○市の申請と同時に承認をもって、当市におきましても承認させていた

だきます。 

  

 １番 農業経営拡大  （全員賛成） 

  

議長  それでは、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、議案第３号に係る申請地のビデオ上映】 

  

議長  再開をいたします。 

 それでは、議案第２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させていただきます。今月は

議案第３号１番、２番、５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。 

  

名川局長補佐  議案第２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「彦倉１丁目○○番」、地目

「田」、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。 
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 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は堀切委員の担当でございます。堀切委員に内容説明お願いいたしま

す。 

  

堀切委員  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。 

 申請人、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。○○の北側ということで有名だと

思います。 

 （以降、申請人について説明） 

 理由書が届いていますので、朗読させていただきます。 

 （理由書朗読） 

 利用計画は、専用住宅、木造２階建て、建築面積○○㎡、延べ床面積○○平米、

駐車スペース２台。 

 被害防除ですけれども、東側、新設型枠ブロック３段、プラス化粧ブロック２

段プラスフェンス、高さ８００ミリです。西側、新設コンクリートブロック２段

プラスフェンス、高さ８００ミリ、北側、新設コンクリートブロック２段プラス

フェンス、高さ８００ミリ、南側、新設型枠ブロック４段プラスコンクリートブ

ロック１段プラスメッシフェンス、高さ８００ミリ。雨水は浸透ますオーバーフ

ロー分を排水管に接続し、汚水は合併処理浄化槽７人槽で処理し、南側水路へ放

流ということです。 

 誓約書はあります。 

 （資金計画について説明） 

 以上で説明を終わります。それでは、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。 
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 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

て県知事へ送付をいたします。 

  

 １番 住宅用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第３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「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「使用貸借」、土地の表示「田中新田字中ノ割○○番」、地目「畑」、地

積「○○平米」、施設概要「太陽光発電システム」。 

 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、議案第３号１番についてご説明を申し上げます。 

 ただいま事務局のほうから、譲渡人、譲受人、権利の種類、土地の表示、施設

の概要につきましては朗読があったとおりでございます。また、申請地につきま

しても、先ほどビデオを確認したとおりでございます。 

 私のほうから補足の説明をいたしますと、譲渡人と譲受人の関係でございます

譲受人はお孫さんでございます。 

 （以降内容調査会で聴き取り調査した内容を説明） 

 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、利用計画でございますが、１枚のパネル、寸法が１ｍ６５ｃｍ、

幅が９９．２ｃｍ、厚みが４ｃｍでございます。畳１畳をイメージしていただけ

るとわかりやすいかと思います。これを３２０枚、４０枚ずつ８列に並べるわけ

でございます。 

 続きまして、隣地の同意でございますが、同意がございます。 

 続きまして、被害防除でございますが、敷地全体を高さ１ｍ６０ｃｍのフェン

スで囲む計画でございます。その囲み方でございますが、南側が農地、そして西

側が農地、そこにつきましては、境界線から５０ｃｍ後退したところにフェンス

を設置するそうでございます。また、北側につきましては狭い道路があるわけで



7 

すけれども、その中心線から２ｍ５０ｃｍ先ほど後退したところにフェンスを設

置するということです。また、東側におきましては４ｍの道路がありまして、そ

の４ｍの道路の境界から５０ｃｍ後退したところにフェンスを設けるということ

でございます。また、その上につきましては、出入り口、９０ｃｍの幅で下のほ

うに設置するという内容でございます。また、雑草防止のために、雑草防止のシ

ートを被覆するということでございます。 

 その他、参考事項といたしまして、誓約書があります。 

（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。 

 矢野委員、お願いします。 

  

矢野委員 （挙手により質問） 

 この許可を得て太陽光システムをやると、雑種地になってしまうと思うんですけ

れども、ご高齢の方の土地を雑種地にして、もうすぐ相続になってしまうと思うん

ですけれども、評価が相当高くなって、何かその辺のことを本人は、本人のお宅の

方は承知の上で申請されているのでしょうか。 

  

議長  榎本委員。 

  

榎本委員  実はそう深くは立ち入っていないんですけれども、昨日、ちょっと電話して聞い

たところ、非常に農家とか一生懸命やっているおじいさんだったので、そのうちの

人だから、ひょっとするとそういうところもあるかもしれませんけれども、これは

本人が決断することだと思うんです。 

  

議長  榎本委員のご回答で、矢野委員はよろしいですか。 

  

矢野委員  はい、結構です。ありがとうございます。 

  

議長  ほかにございますか。 

  

 【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１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。 

  

 １番 太陽光発電システム  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第３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３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「彦成３丁目○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、施設概要「保育所用地」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。 

 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  では、ただいまから議案第３号２番の説明に入らせていただきます。 

 住所、氏名に関しては事務局の説明どおりでございますので、省かせていただ

きます。 

 （以降内容調査会で聴き取り調査した内容を説明） 

 続きまして、転用目的、保育所増設でございます。 

 申請理由に関しまして上がっておりますので、読み上げさせていただきます。 

 （理由書朗読） 

 続きまして、利用計画でございます。 

 建物に関しましては、鉄筋２階建て、建設面積は○○平米、床面積○○平米、

１階はホール、２階は４歳児、５歳児室とのこと。残る土地に関しましては緑地、

あと園庭とのこと。緑地に関しましては高木を移植するとのことでございます。 

 それから、既存する保育所と新しく増設する保育所に関しましての境にはフェ

ンスがございます。そのフェンスが一部撤去ということでございます。一部撤去

して出入りができるようにということです。 

 続きまして、隣地の同意はあります。 

 被害防除の説明ですが、申請地東側は既設保育所ですので、特にありません。

西側はコンクリートブロック６段積みプラスネットフェンス１．５ｍ、南側はコ



9 

ンクリートブロック３段積みプラスネットフェンス高さ１．５ｍ、北側は化粧ブ

ロック３段積みプラスネットフェンス１．５ｍ、出入り口は１．８ｍとのことで

ございます。雨水は浸透桝で処理して、オーバーフロー分を南側水路へ、汚水に

関しましては既設の排水管に接続をして公共下水へ放流。 

 その他、誓約書があります。 

（資金計画について説明） 

 続きまして、補足でございますが、今回の増設について、三郷市の子ども政策

室を通じて県のほうへ申請、協議中とのことでございます。 

 以上をもちまして説明を終わります。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。 

  

篠田委員 （挙手により質問） 

 最後のほうの説明で、県のほうの協議中というのは、もう少し詳しくお願いい

たします。 

  

中村誠委員  保育所に関しましては、県からの補助金が出るそうなんです。県とか市とかち

ょっとわかりませんけれども、その補助金のための協議だそうでございます。 

  

篠田委員  それは建てられる、建てられないという協議ではなくて、補助金の申請が出る

か出ないかという。 

  

中村誠委員  そういうことです。 

  

篠田委員  わかりました。 

  

議長  補足説明、事務局からさせていただきます。 

  

藤島係長  それについて説明させていただきます。 

 おおむね中村委員の回答で問題ないかと思いますが、子ども政策室に伺います

と、埼玉県との協議に関しては、増設に関してもそうですし、全てにおいての協

議ということだそうです。 

 また、来月の中旬ぐらいには了承の内示が出るということもあわせて伺ってお

ります。それが出ることによって補助金等も支給されるということになるそうで

す。 

 以上です。 
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議長  篠田委員、よろしいですか。 

  

篠田委員  はい、ありがとうございます。 

  

議長  そのほかございますか。 

 堀切委員。 

  

堀切委員 （挙手により質問） 

 確認ですけれども、隣が保育所なんですか。 

  

議長  では、局長から。 

  

高橋局長  今、隣がやはり同じ岡北福祉会さんのほうで経営されております保育園が、美

咲保育園というのがございます。今回の計画はその保育園の増設という、待機児

童の問題もございますので、市からの行政需要ということもありまして、要請も

ありましてということで計画をされているというふうに承っております。 

  

堀切委員 経営権はこの人が持っているということ。 

  

高橋局長  そうです。 

  

堀切委員  経営は、市役所の委託で経営をしているとかそういう話じゃないでしょう。 

  

高橋局長  あくまでも一般論ですけれども、保育所というところだと公立、園だと私立の

ところが多いです。 

  

矢野委員  ここに書いてあるのは間違いということですか。保育園が本当なんですか。 

  

高橋局長  建物の種類としては保育所ということになるかもしれないですけれども、一般

的な名称としての話です。保育園というのが一般的には私立と考えます。 

  

議長  ほかにございますか。 

 篠田委員。 

  

篠田委員 （挙手により質問） 

 参考までに、事務局のほうにお伺いします。 

 三郷市の待機児童の問題とか、今回合わせて１６０名、かなりの児童を収容で

きると思うんですけれども、三郷市の状況というのはどの程度なんですか。 

  

高橋局長  ちょっと正確じゃなくて申し訳ありませんが、４月現在で待機児童は２００名近
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かったと思います。今回、増員が１６０名ではないです。増員は２５程度です。 

  

篠田委員  今後、減っていくというふうなんですか、それともふえていくという。 

  

高橋局長  今の人口フレームですと、当分、ここ五、六年の間はふえていくものと。 

  

篠田委員  やっぱりそうですよね。五、六年後からは下降気味にはなりますよね。 

  

高橋局長  と思います。ですので、ちょっと話長くなってしまっていいですか。 

 社会福祉法人ですので、何をやるにしても認可が必要になりますので、通常社

会福祉法人の認可庁というのは市なんですけれども、こちらは県をまたいだり市

をまたいだりしております。そういう場合は県が認可庁になります。ということ

で、現在は保育事業に関して認可になっていますが、この社会福祉法人、定款を

見ますと、いろいろな事業をこれからもできるような定款になっておりますので、

その先々ですね。当然社会福祉法人というのは税金では優遇されていますので、

公的資金とかそういうことも入っているということから、事業の変更ですとか展

望ですとか、そういうところも含めてお考えではないかと。これは推察です。 

  

篠田委員  わかりました。ありがとうございます。 

  

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。 

 裁決の結果、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

て県知事へ送付をいたします。 

  

 ２番 保育所用地  （全員賛成） 

  

議長  ここで、おおむね１時間経過しますので、暫時休憩とさせていただきます。 

 再開時間、２時４５分でお願いいたします。 

 なお、鶴岡委員につきましては所用にてここで退席となりますので、ご理解を

お願いしたいと思います。 
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 【２０分暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開をいたします。 

  

議長  続きまして、議案第３号３番ですが、先ほどの説明の中で訂正がありますので、

局長のほうから一部訂正の発言、許可いたします。よろしくお願いいたします。 

  

高橋局長  すみません、先ほどの待機児童数でございますが、４月１日現在で９９名との

ことでございました。 

 ちなみに、昨年度が６６名だったので、ということは、今は深刻な問題だとい

うことになります。 

  

議長  ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、議案第３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３号３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」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。 

 以上です。 

  

議長  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。私から内容説明させていただきます。 

  

岡庭会長  それでは、議案第３号３番の説明をいたします。 

 譲渡人、譲受人、また権利の種類、土地の表示、また場所につきましてはビデ

オのとおりでございますので、省略させていただきます。 

 今回は住宅用地でございまして、まず、理由から説明させていただきます。 

（理由書朗読） 

 内容でございますが、住宅１棟でございます。木造２階建て、建築面積が○○

平米、延べ床面積○○平米、駐車スペースが２台でございます。 

 先ほどビデオで見ていただいたとおり、隣接したところにおきましては、農地

が一部あります。南側につきましては、隣地に宅地がございまして、既存の擁壁

を利用してそのまま使うということでございます。北側につきましては、譲受人

の畑を少し残して、若干の畑がありますが、その境目に新設コンクリートブロッ
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ク４段積み、東側につきましては、三郷市の市道に当たりますので、特に必要な

し、西側につきましては、水路がありまして、ここに新しくコンクリートブロッ

ク４段積みで対応するということでございます。雨水につきましては、雨水浸透

ますで処理し、オーバーフロー分を西側水路に放流、汚水につきましては、合併

浄化槽５人槽を設け、処理後に西側水路に放流いたします。 

 契約書はあります。 

（資金計画について説明） 

 開発許可条件につきましては、６親等以内の親族が調整区域に２０年以上在住

しているということで条件は整ってございます。 

 内容的には以上でございます。慎重なるご審議をひとつお願いしたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

  

議長  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。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 住宅用地  （全員賛成） 

  

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、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・

○○」、住所・氏名「○○・○○」、権利の種類「使用貸借」、土地の表示「彦

成３丁目○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、施設概要「住宅用地」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  では、ただいまより３号４番の説明に入らせていただきます。 

 申請地、譲渡人に関しましては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。 

  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） 

 今回の計画とは別になりますが、申請地東側に隣接する○○番の農地は、土地

所有者の○○氏が農地改良の届出をし、畑として使用する予定でございます。 

  

 続きまして、利用計画といたしまして、専用住宅、木造平屋建て、建築面積○

○㎡、床面積○○㎡、うち駐車スペースは２台分としております。あと、ウッド

デッキ、植栽となっております。 

 隣接地の同意は必要なしとのことでございます。 

 続きまして、被害防除に入ります。西側１０ｃｍ離して新設コンクリートブロ

ック４段積み、１０ｃｍ離したところに砕石を敷き詰めしてあります。東側新設

コンクリートブロック６段積み、北側新設コンクリートブロック３段積み、南側

新設コンクリートブロック４段積みとなっております。雨水は浸透ますオーバー

フロー分を排水管に接続して放流、汚水は合併処理浄化槽７人槽で処理し、南側

水路に放流です。 

 誓約書あり。 

 （資金計画について説明） 

 続きまして、開発許可については、都市計画決定の線引き以前より前から自己

または自己の親族が所有する土地において行うものとのことでございます。 

 以上でございますので、私の説明を終わらせていただきます。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。 
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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 住宅用地  （全員賛成） 

  

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。 

  

名川局長補佐  議案第３号５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２丁目○○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「現場事務所用地（一時転用）」でございます。許可後から２

年間の一時転用の申請でございます。 

 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。 

 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。 

  

内田委員  それでは、ただいまから議案第３号５番について説明申し上げます。 

 譲渡人、譲受人、権利の種類、土地の表示、施設概要につきましては、事務局

の説明と重なりますので省略します。また、現地ですが、ビデオのとおりですの

で、これも省略させていただきます。 

 それでは、譲受人についてご説明申し上げます。 

（以降、内容調査会で聞取りした内容について説明。）  

今回の転用目的は一時転用ということで、理由書がありますので、読み上げま

す。 

 （理由書朗読） 

 ○○支店から現場までの距離ですが、車で５分以内ということであります。 

 利用計画としまして、仮設事務所１棟、駐車スペース１２台、仮設トイレ１、

隣地の同意は必要ありません。 

 被害防除につきまして、東側、単管パイププラス万能鋼板、高さ２．０ｍ、こ

こに出入り口を設けます。西側、単管パイププラス万能鋼板、高さ２．０ｍ、南
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側、単管パイププラス万能鋼板、高さ２．０ｍ、北側は既存の木杭を使うそうで

す。 

 敷地内なんですが、ビデオで見たらちょっとよくわからなかったんですが、少

し南側に傾斜しているんです。これをまず整地して、シートを敷き、その上に砕

石を敷くということです。入り口側のほうに敷き鉄板を２４枚置きます。それで

砕石の飛散を防止ということになります。入り口は停止線があります。 

 今回は２年間の一時転用なので、原状復帰で返すということが目的なものでご

ざいますから、その点をご勘案いただきたいと思います。 

 その他としまして、誓約書はあります。 

 （資金計画について説明） 

 あとは、調整区域での仮設事務所の設置については、建築基準法第８５条第２

項が適用ということです。 

 以上で説明は終わります。問題はないと思いますが、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。 

  

 【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。 

 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 現場事務所用地（一時転用）  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４号１番「平成３１年度農地利用最適化施策に関する意見

提出について」を上程いたします。 

 それでは、事務局に議案の説明をお願いいたします。 

  

事務局  それでは、議案第４号１番について説明させていただきます。 

 本日お配りさせていただきましたこちら別紙１のほうをごらんください。 

 （以降、資料に従い説明） 
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  簡単ではございますが、以上が意見提出についての内容でございます。ご意

見、ご審議のほう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４号１番の説明が終わりました。委員の皆様から提出していた

だいたものをまとめたものでございます。質問等のある方は挙手にてお願いをし

たいと思います。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  質問等ないようですので、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。再開時間３時２５分でお願いします。 

  

 【２０分暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開をいたします。 

  

議長  ６番、その他に移らせていただきます。 

 それでは、まず、（１）番として、審議会、協議会の報告につきまして、ござ

いましたらお願いいたします。審議会、協議会でございましたらお願いします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  ないようですので、それでは、ここに書いてございます。まず１番目として、

四市町農政研究会につきまして、戸邉代理からお願いいたします。 

  

戸邉 

会長職務代理 

四市町農政研究会 ５月１５日（火）八潮市役所 岡庭会長 戸邉代理 事務局 

 

  

議長  ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、２番として、埼葛地方協議会総会につきまして、これ

は私のほうから報告させていただきます。 
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会長 埼葛地方協議会通常総会 ５月１７日（木） 岡庭会長 

  

議長  その他につきまして、先月行われました事務局職員の送別会の会計報告につき

まして、会計の篠田委員からお願いします。 

  

篠田匡章委員  事務局職員送別会収支報告について。 

  

議長  ありがとうございます。 

 その他では以上とさせていただきます。 

 それでは、事務局からの連絡事項につきまして、局長からお願いいたします。 

  

高橋局長  事務局からの連絡事項でございます。３点ございます。 

 ① 農業者年金現況届  ６月３０日（土）まで 農業委員会事務局へ提出 

 ② ＪＡさいかつ総代会 ６月１５日（金）１３時３０分文化会館大ホール 

 ③ 県外視察研修 ７月４日（水）～６日（金） 

 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でございます。 

 ① 活き活き農業体験講座 ５月２９日（火） 石出農園 

②     〃      ６月 ３日（日） 染谷農園 

 ③ 三郷市さつき展 ５月２６日（土）２７日（日）瑞沼市民センター 

 ④ 三郷市農政審議会   ６月下旬 

⑤ 三郷市農業再生協議会 ６月下旬 

 以上です。 

  

議長 ありがとうございます。  

報告については以上となりますが、もし報告の中で質問等ありましたらお願い

したいと思います。 

 局長から別件で。 

  

高橋局長  皆様もうご存じだと思うんですが、先日来かなり近隣で放火事件が多発してい

る。きょうもちょっとインターネットのニュースを見ましたが、昨年１２月から

今までで５０件連なっているということでございます。埼玉だけでなく千葉、今

茨城のほうまで飛び火している、文字どおり飛び火しているようで、特に、民家

だけでなく農機具小屋も狙われているということでございますので、皆さんお気

をつけいただければと思います。先月消防のほうからも回覧文書が回っていたと
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思いますけれども、どうしてもちょっと狙われやすい環境にあるということがご

ざいますので、今まで以上に対応していただければと思います。 

 以上でございます。 

  

議長  それでは、特にないようですので、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、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意見ありがとうございました。 

 今月の総会では、農地法第３条で１件が承認、第４条で１件が許可相当、第５

条で５件が許可相当、農地利用最適化施策に関する意見提出について承認されま

した。 

 審議の内容を確認するとともに、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。 

 以上をもちまして挨拶とかえさせていただきます。皆様お疲れさまでした。 
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