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平成３０年第６回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成３０年６月２５日（月） 午後１時３０分から３時００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 農地改良届出について 

     報告第２号 農地法第５条の規定による許可申請書の取下願いについて 

     報告第３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２号 農地法第３条第２項第５号に規定する別段面積の設定及び公表について 

     議案第３号 農地法第５２条に基づく賃借料情報の提供について 

  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） 

   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 

 ただいまから、平成３０年６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） 

 （開会宣言並びに開会のあいさつ） 

  

  

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。 

 １３番 篠田義昭委員、１４番 堀切秀夫委員、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、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。 

  

 【議案第１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１

号２番について、内容調査会を行っております。 

 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。 
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名川局長補佐  議案第１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「彦江１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。 

 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１号１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、申請人について説明） 

 続いて、利用計画について説明申し上げます。 

 利用計画といたしましては、木造平家建て、専用住宅１棟の建築でございます。 

 建築面積が○○平米で、延べ床面積は○○平米でございます。駐車スペースは

来客用を含め３台分を確保してあります。そのほかに駐輪スペースや物干しスペ

ースを確保する計画となっております。 

 汚水は合併浄化槽３人槽で処理されて南側の道路側溝に排水、雨水は雨水浸透

ますで処理いたしますが、オーバーフロー分は南側の道路側溝に排水します。 

 被害防除についてですが、申請地の東側、西側、北側は既に宅地となっていま

す。南側は三郷市道になっていますので、申請地の周囲には農地はございません。

したがって、東側は親族のお宅だそうですが、特にはしないということです。西

側は既設のコンクリートブロックがございます。北側は既設の擁壁がございます。

南側は道路ですので、出入り口として利用いたしますが、出入り口以外はコンク

リートブロックを３段積みにして、道路と仕切るそうです。 

 また、隣地の同意は必要ありません。 

 誓約書が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種農地です。 

 開発許可の要件につきましては、土地計画法第３４条第３項第２号のイに該当

するもので、申請人の６親等以内の親族であり、譲渡人でもある母親が市街化調

整区域に２０年以上在住しているとのことです。 

 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。 
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 （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。 

 島根委員に確認させていただきますが、先ほど合併浄化槽の人数が３人槽とい

う説明がありましたが。 

  

島根委員  すみません、７人槽です。 

  

議長  ７人槽ですか。 

 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。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「売買」、土地の表示「鷹野３丁目○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、施設概要「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をお願いいたし

ます。 
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内田委員  それでは、ただいまから議案第１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の説

明どおりですので、省略いたします。また、現地につきましてもビデオどおりで

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） 

 今回の転用目的が資材置場用地ということで、理由書が届いていますので、読

み上げます。 

 （理由書朗読） 

 続きまして、本社から現場までの距離が約２．５ｋｍ、１０分とのことです。 

 利用計画としまして、砂利、山砂、砕石のストック場所として使用するとのこ

とです。 

 隣地の同意は必要ありません。 

 被害防除につきましては、まず北側、出入り口、６ｍ掛ける５ｍのセメント舗

装、会社看板、チェーン施錠、それから、新設金網フェンス１２０ｃｍ、東側、

ＣＢ２段積みプラスフェンス８０ｃｍ、南側、既設擁壁隣にフェンスを１２０ｃ

ｍ、西側、既設フェンス手前にＣＢ２段積み、資材はＣＢ４段積みで囲い、ブル

ーシートで覆うということです。 

 その他の参考事項としまして、誓約書あり。 

 （資金計画について説明） 

 何ら問題はないと思われますが、慎重なるご審議、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。 

 篠田委員。 

  

篠田義昭委員 （挙手により質問） 

 先ほどの現地のビデオ上映時に西側にかなり大きい木が繁茂していたように思

いますが、隣地の同意は必要なしということですが、あの木はどういった対応を。 

  

議長  それでは、内田委員、お願いいたします。 

  

内田委員  木のいわゆる西側が用水でございます。あのフェンスは市のほうで用水をつく

るときに立てたものでして、あの木はいわゆる自然に生えた木です。市に申請に

当たりまして木のことを相談しております。そうしましたら市のほうで切るとい

う返事をいただいております。 

  

篠田義昭委員  ありがとうございます。 

  

議長  篠田委員、よろしいですか。 
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篠田義昭委員  はい。 

  

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。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２名おります。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「番匠免２丁目○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、同じく「番

匠免２丁目○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計２筆の○○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。 

  

  

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、議案第１号３番の説明をさせていただきます。 

 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、事務局の

説明どおりで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とお

りですので省略させていただきます。 
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 （以降、申請人について説明）  

所有している車両は建設機械１６台、４ｔユニック車１台、軽貨物１台です。 

 現在使用している資材置場は借り入れです。 

 理由書を読み上げさせてもらいます。 

（理由書朗読） 

 営業所から申請地までの距離と時間は７．１ｋｍ、約２０分です。 

 利用計画は建設機械１６台、ユニック車１台、軽貨物１台、アタッチメント３

６台です。 

 隣地の同意書はあります。 

 続いて被害防除ですが、西側、南側が新設土どめ単管パイプ、プラス万能鋼板、

高さ３ｍ、東側は北側から３ｍは新設ブロック単管パイプ、プラス万能鋼板塀で

高さ約３ｍ、以降はメッシュフェンス、高さ１．８ｍです。北側は新設土どめＨ

鋼プラスコンクリート長板２段、出入り口、サイクルパネルゲート、コンクリー

ト舗装、７ｍ掛ける９．８ｍ、停止線、会社看板、敷地内は砂利敷きです。 

 その他参考事項といたしまして、誓約書あり。 

 （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１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。 

 大久保委員。 

  

大久保委員 （挙手により質問） 

 聞き漏らしたのかもしれませんが、現在借り入れている土地がありますね。そ

れはどのようになるのでしょうか。 

  

篠田匡章委員  工事が終わった後に引っ越しをして、今使っている資材置場は返却とのことで

す。 

  

大久保委員  そうですか、わかりました。 

  

議長  そのほかございますか。 

 鶴岡委員お願いします。 

  

鶴岡委員 （挙手により質問） 

 ビデオ上映のときに土地の真ん中にコンクリートのようなものが見えたのです

が、あれは境界線ですか、水路ではない。 

  

篠田匡章委員  水路ではなく、○○番は田んぼですけれども、その横の○○番のほうが現況畑
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になっていたので、単管パイプで、土どめしてあったので、水路でも何でもあり

ません。 

  

鶴岡委員  わかりました。ありがとうございました。 

  

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 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「農地法第３条第２項第５号に規定する別段面積の設

定及び公表について」を上程いたします。 

 それでは、議案第２号１番について、事務局に議案の説明をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第２号「農地法第３条第２項第５号に規定する別段面積の設定及び公表に

ついて」説明させていただきます。 

 農地法第３条第２項第５号に規定する別段面積の設定及び公表について（案）

でございます。 

 これは、三郷市農業委員会は、三郷市内全域において農地法第３条第２項第５

号に規定する別段面積を設定せず、下限面積は農地法で定める基準どおり５０ａ

とし、これを公表するとしております。 

 内容につきましてご説明させていただきます。 

 別紙としまして、議案配付時に議案第２号資料をお配りさせていただいており

ます。農地法第３条第２項第５号に記載がありますけれども、農地法第３条の許

可要件の一つでありまして、農地の権利を取得する場合、取得しようとする農地

を含め、全体の経営面積が５０ａ以上必要ということで、３条許可申請で５反要

件を満たしているかということで審議されているところでございます。これは経

営面積が余りにも小さいと生産性が低く、農業経営が効率的、安定的、継続して

行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が北海道は２
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ｈａ、都府県は５０ａ以上にならないと許可できないとされているものでござい

ます。 

 しかし、平成２１年、農地法改正に伴いまして、こちらの資料の下から３行目

のところでございますが、５０ａの次に括弧書きが追加されまして、これは下限

面積が地域の平均的な規模や遊休農地の状況などから見まして実情に合わない場

合、農地法の本文にかかわらず、農業委員会のほうで別段の面積を定めることが

できるようになったというところでございます。そこで、毎年別段面積について

検討することとなっております。 こちら、議案にありますように、三郷市農業

委員会としましては現行のまま、特に別段面積を定めることなく、農地法の基準

どおり下限面積を５０ａとするということで作成しております。 

 その理由としましては、三郷市内の農業経営において、５０ａに満たない零細

な経営では生産性が低く、農業経営での自立が困難と想定されるため。また、農

地利用状況調査において、遊休農地の割合が低いということでございます。 

 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。原案のとおり承認いたします。 

  

議長  それでは、続きまして、議案第３号「農地法第５２条に基づく賃借料情報の提

供について」を上程いたします。 

 それでは、議案第３号１番について、事務局に議案の説明をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第３号「農地法第５２条に基づく賃借料情報の提供について」、１番、農

地法第５２条に基づく賃借料情報の提供について（案）でございます。 

 三郷市農業委員会は、三郷市内の農地に対する賃借料水準としまして、吉川市

農業委員会及び松伏町農業委員会が提供する賃借料情報を参考水準とし、このこ

とを賃借料情報として提供する。提供方法として、市ホームページへ掲載すると

なっております。  
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 こちらの内容について、議案参考資料のほうをお配りさせていただいておりま

す。 

 農地法第５２条では、農業委員会は、農地の利用関係等の調整のため、その賃

借料等の情報を収集して、それを整理、公表することが求められております。そ

のため、農業委員会では、今回審議にかけるわけでございますけれども、三郷市

の農業委員会では、本年度も過去１年間の農地法第３条による農地の賃借権の設

定金額について確認させていただいたところですけれども、三郷市におきまして

は、平成２９年度の賃借料設定、３条の許可申請で、実績が２件でございました。

このような場合についての運用につきましては、全国農業会議所のほうに確認さ

せていただきまして、地域の平均値として公表するためには基礎データが最低５

件以上必要とのことでございます。三郷市のようにこれに満たない場合は、法律

で賃借料情報の提供を行うこととなります。本年も従来と同様に吉川市、松伏町

の賃借料データを公表いたしたく議案として提案させていただきます。 

 なお、公開の方法としましては、資料裏面のほうにございますように、三郷市

のホームページ上で代表の農業委員会名をクリックしますと、それぞれの農業委

員会の賃借料情報に飛ぶようにつくってあります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどを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。 

 

  

浅香委員 （挙手により質問） 

 これって借りる場合の賃借料ですね。前回借りているのは継続ということで、

これからもし新規に借りた場合はこの金額を基本に借りればいいということです

ね。 

  

議長  三郷はデータが少ないので、近隣のこれを参考にして、これをやっていきたい

ということです。 

  

名川局長補佐  あくまでも参考に、契約事項にこれを基準として参考に定めてくださいという。 

  

浅香委員  そういうのが基本ベースということですね。 

  

名川局長補佐  参考、平均値です。 

  

  堀切委員  昔は小作料が決まっていて、もう２０年、３０年ずっと継続していく。新規で

借りれば、今は大分安くなったけれども、昔はみんな手作業だから、機械ではな
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いと、いっぱい土地を持っていた人はみんな貸したんだよね、できないから。 

  

議長  ほかにご意見、ご質問がありましたら、お願いします。 

  

 【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。 

 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。 

 ここで２０分間暫時休憩とさせていただきます。再開時間２時３５分でお願い

いたします。 

  

  

 【 20 分暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開をいたします。 

  

議長  その他に移らせていただきます 

 まず、（１）として、審議会、協議会につきましてございましたらお願いいた

します。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  それでは、続きまして、その他で報告事項がありましたらお願いいたします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  それでは、続きまして、事務局からの連絡事項につきましてお願いします。 

  

名川局長補佐  それでは、事務局から連絡事項を報告させていただきます。 

①農業委員県外視察研修 ７月４日～６日 

②農業者年金研修会 ７月２５日 

③生産緑地の追加指定説明会 ７月３日瑞沼市民センター 

７月７日鷹野文化センター 

④埼玉県農業会議第１２１回通常総会 ６月２７日 さいたま商工会議所会館 
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 事務局からは以上でございます。 

  

議長  ありがとうございます。 

 今の連絡事項につきまして何か質問がありましたら、お願いします。 

  

藤田委員  年金研修会のほうはどうなんですか。 

  

議長 １１時からおおむね５０分程度、県の職員による研修会でございます。１２時か

らお昼をとっていただきまして、そのときに鶴岡さんのふりかけを試食していた

だくという形をとります。当日の流れはそうです。 

 それでは、事務局連絡事項については以上としまして、続きまして農業振興課

からの連絡事項につきましても事務局からお願いします。 

  

名川局長補佐  農業振興課から連絡事項でございます。 

 ①三郷市農業再生協議会 ６月２６日１０時 農業委員会議室 

 ②三郷市農政審議会 ６月２６日 ２時 農業委員会議室 

③活き活き農業体験講座 ６月末から７月初旬 

 ④枝豆収穫体験（ふるさと納税返礼） ７月７日、７月１５日 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 こちらについて何かありましたら、お願いします。 

  総括的にもしありましたら。 

 篠田委員。 

  

篠田義昭委員  先日ふと疑問に思ったことがありまして、申請で水田とかを例えば貸し駐車場な

り資材置場なりにするというのが一般的な申請で、その場合に今まで葛西用水路の

お金を払っているわけではないですか。その扱いというのはどういうふうになって

いるですか。 

  

議長  事務局からお願いします。 

  

名川局長補佐  申請時に事前に意見書ということで土地改良区に意見をいただいております。そ

の際に清算をする仕組みとなっております。 

  

篠田義昭委員  それが前提条件ですね。 

  

名川局長補佐  はい、申請が出るときには手続をとっています。 

  

議長  よろしいですか。 
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議長  それでは、最後になりますが、閉会に当たりまして戸邉代理にご挨拶をお願い

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５条で３件が許可相当、また農地法３条第２項第５号

に規定する別段面積の設定及び公表と農地法第５２条に基づく賃借料情報の提供

についてが、それぞれ承認されました。 

 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

ございます。 

 以上をもちまして挨拶とかえさせていただきます。 
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