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平成３０年第７回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成３０年７月２５日（水） 午後１時３０分から午後３時３０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（１７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 欠 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  

 

６．農業委員会事務局職員（会議書記） 
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   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７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） 

 （開会の宣言及び開会の挨拶） 

  

  

議長  なお、本日の出席委員は１３名でございます。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。 

 １番 矢野良委員、２番 加藤みつ子委員、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。 

 議案第１号１番につきましては、篠田匡章委員のご本人からの申請でございま

す。議事参与の制限に該当いたしますので、退席をお願いいたします。 

  

 （篠田匡章委員退席） 

  

議長  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「彦倉１丁目○○番」、地目「田」、地積「○
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○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。 

 この案件は堀切委員の担当でございます。堀切委員に内容説明をお願いいたし

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。 

 現地は、農協の彦倉南支店の北側○○ｍぐらいのところ、あと、また○○さん

の通りで、○○さんから西へ○○ｍぐらいのところです。現在は畑として耕作さ

れております。許可後の作物の作付計画といたしましては、小松菜、枝豆を予定

しているとのことです。 

 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） 

 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は変更はござい

ません。また、農機具も現状のままでの使用状況となります。 

 以上、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。 

 それでは、ここで篠田匡章委員の入室をお願いいたします。 

  

 （篠田匡章委員入室） 
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 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

備をお願いいたします。 

  

 【議案第２号に係る申請地のビデオ上映】 

  

議長  それでは、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、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。 

  

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「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、権

利の種類「売買」、土地の表示「前間字江戸川通流作場○○番」、地目「畑」、

地積「○○平米」、「同○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計２筆の「○

○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。 

  

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をお願いいたし

ます。 

  

榎本委員  それでは、ただいまから議案第２号１番についてのご説明を申し上げます。 

 申請人、概要につきましては、先ほど事務局のほうから読み上げられたとおり

でございます。また、申請地につきましても、先ほどビデオで確認をいただきま

したとおりでございます。 

 補足の説明を申し上げますと、譲渡人、譲受人は、ともに前間農家組合員で、

譲渡人と譲受人の関係は親戚関係でもございます。転用の目的は住宅用地でござ

います。 

 申請の理由につきましては、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、木造の２階建て、建

築面積○○㎡、延べ床面積○○㎡、駐車スペース３台分、駐輪スペース、物干し
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ということでございます。 

 隣地の同意につきましてはございます。 

 被害防除でございますが、東側は三郷市の市道がございまして、そこには別に

何もしないということです。西側には深い水路がございまして、その水路には新

設のＲＣ土留めをするそうです。そして、北側は譲渡人の農地でありまして、特

に何もしないということです。また、南側には住宅がございまして、既設のコン

クリートブロックがありますので、何もしないということです。 

 汚水につきましては、合併浄化槽５人槽で処理した後、雨水の浸透ますからオ

ーバーフロー分と一緒に西側の水路に排水とのことでございます。 

 その他参考事項といたしまして、誓約書がございます。 

 （資金計画について説明） 

 開発許可の要件は、公共事業の収用によって移転とのことでございます。 

 以上で説明を終わりにいたします。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「番匠免字内谷○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、「同○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計２筆の「○

○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
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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。 

 この案件は加藤委員の担当でございます。加藤委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

加藤委員  それでは、議案第２号２番についてご説明いたします。 

 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

ら説明がござい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。 

 （以降内容調査会で聴き取り調査した内容を説明） 

 申請理由が届いておりますので、お読みいたします。 

 （理由書朗読） 

 営業所から申請地までの距離は大体２４ｋｍ、４０分ぐらいです。 

 利用計画は社員用の車が６台、社用車が６台。 

 隣地の同意はあります。 

 それから、被害防除ですが、北側がＨ鋼板、板柵土留め、単管パイプにて囲い、

高さ１ｍ、西側、単管パイプにて囲い、高さ約１ｍ、出入り口が、砂利飛散防止

コンクリートが８ｍの６ｍです。それから、東側、Ｈ鋼板、板柵土留め、単管パ

イプにて囲い、高さ１ｍ、南側も同じです。敷地は砂利敷きです。 

 誓約書はあります。 

 （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） 

 今回の申請が通った場合に、現在使用されている駐車場の賃貸のところは。 

  

加藤委員  ２カ所返済するそうです。高架下の千葉県船橋市日の出○○、そこの場所と、

それから船橋市栄町、ここの２カ所を返却。 

  

篠田義昭委員  その場合に、先ほどの説明で社員６台と社用６台を合わせて１２台という計算に

なるということですか。 
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加藤委員  計画では、社員と、そこで乗りかえていくという形です。 

  

篠田義昭委員  わかりました。 

  

議長  そのほかございますか。 

 大久保委員。 

  

大久保委員 （挙手により質問） 

 聞き逃したのかもしれませんが、車は大きい車なんでしょうか。 

  

加藤委員  普通車とか軽とか。駐車場へ置く車ですか。仕事の車ですか。 

  

大久保委員  仕事。社用車というかトラックだと思うんですけれども。 

  

議長  ４ｔが２台、２ｔが３台、１つ大きなのが、駐車場のスペースが３ｍの１２ｍ

というスペースあります。運輸車ですね。 

  

大久保委員  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  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。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 駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  ここで、議案第２号４番の関係の資料が届きましたので、暫時休憩とさせてい

ただきます。 

 再開時間２時３０分でお願いいたします。 

  

 【２０分暫時休憩】 
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議長  それでは、定刻前ですが始めたいと思います。よろしくお願いします。 

  

議長  続きまして、議案第２号３番につきまして、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「○○・○○」、住所・氏名「○○・○○」、

譲受人住所・氏名「○○・○○」、権利の種類「賃貸借」、土地の表示「半田字

下ノ割○○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」、「同○○番」、

地目「畑」、地積「○○平米」、計４筆「○○平米」、施設概要「駐車場用地」。 

 なお、○○番のみ持ち分２分の１ずつの共有となっております。 

 申請地の農地区分は、市街地化の傾向が著しい区域内にある農地であり、おお

むね３００ｍ以内に鉄道の駅があるため、第３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。 

 この案件は戸邉代理の担当でございます。戸邉代理に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 それでは、ただいまから議案第２号３番についてご説明させていただきます。 

 譲渡人、権利種類、土地の表示、施設の概要につきましては、事務局の説明の

とおりでございます。現地につきましてもビデオのとおりですので省略させてい

ただきます。 

 補足いたしますと、○○番は譲渡人宅の北側のほうにあります。それ以外は全

部自宅の南側という形でございます。 

 （以降内容調査会で聴き取り調査した内容を説明） 

  転用目的ですが、ここで理由書が出ておりますので、読ませていただきます。 

 （理由書朗読） 

 営業所から申請地までの距離としましては２５ｋｍ、約４０分ということでご

ざいます。 

 被害防除といたしまして、○○番、譲渡人宅の北側の１１台分でございますが、

東側に新設の板柵の土留め、北、南、西側は道路及び水路のため、特にございま

せん。アイドリングストップ看板、敷地内アスファルト塗装、以上です。次に自

宅南側の○○番、○○番、○○番、ですが月極が１５台、時間貸しが３９台でご

ざいます。こちらは東側、新設の板柵土留め、西側、単管パイプ、高さ１ｍ、北

側、自宅になり特になし、南側につきましては、出入り口３カ所と停止線を置き

ます。アイドリングストップ看板、敷地内はアスファルト塗装という形になって

おります。 

 （資金計画について説明） 
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 以上で説明を終わります。皆様のご意見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。 

 矢野委員。 

  

矢野委員 （挙手により質問） 

 会社名が「〇〇〇」といいますけれども、よく「○○○」というのがあります

けれども、そこの会社とは違うんですか。別の会社ですか。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 この会社、やはり新興企業なんですよ。平成１１年に。 

 ほかの駐車場と違うのは、なるべく余計なものはつけない。車留め等も。チケ

ットを買って、車のダッシュボード前に置いておいて置くだけのような、かなり

経費節約しているような会社に思われます。私は初めて聞きました。 

  

矢野委員  はい、わかりました。すみませんでした。 

  

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

て県知事へ送付をいたします。 

  

 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「売買」、土地の表示「采女新田字會野谷○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、施設概要「資材置き場用地」。 
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 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、おおむね５００ｍ以内に鉄道の駅、吉川美南駅があるため、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。 

 この案件は戸邉代理の担当でございます。戸邉代理に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 それでは、議案第２号４番についてご説明をさせていただきます。 

 譲渡人、権利種類、土地の表示、施設の概要につきましては、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。現地につきましてもビデオ

のとおりでございます。 

 （以降内容調査会で聴き取り調査した内容を説明） 

 転用目的は資材置き場用地という形でございます。 

 ここで理由書が出ておりますので、朗読させていただきます。 

 （理由書朗読） 

 利用計画といたしまして、砂３５㎥、砕石３５㎥、赤土３５㎥、バリケード５

０個、単管パイプ５０本、カラーコーン３０個、コンパネ１００枚、鉄板２００

枚。 

 隣地の同意はございます。 

 被害防除といたしましては、北側、鋼板塀高さ２ｍを単管パイプで固定、１カ

所は透明なもの、西側、鋼板塀高さ２ｍを単管パイプで固定し、２カ所透明、東

側も同様です。南側に対しましては、鋼板塀高さ２ｍを単管パイプで固定、出入

り口６ｍ、扉等はございません。保管する資材の砂、砕石、赤土はブルーシート

で覆います。その他の資材は砕石を敷きその上に置きます。通路は砂利敷きでご

ざいます。 

 その他事項といたしまして、南側の三郷市市道はそのままの高さで使用予定で

あるということでございます。 

 今回、内容調査会で現地に行きました。全部見てまいりました。現地は田んぼ

と畑、同じ高さです。市道も同じ高さです。これは全体が高くなっております。

ビデオで見てわかっていただけましたと思いますが、よじ登っていくという表現

ぐらいの高さでございます。市道のにつきましては、市役所と協議をしていただ

きたいのですが、道路河川課のほうと一切されていません。 

 利用計画図は、内容調査会での指摘事項を修正依頼していましたが、今日の１

１時５４分に送られてまいりました。見ますと、水路敷からの高さが１ｍ、市道

からは３０ｃｍという形になっています。修正したという図面においても市道を

持ち上げてしまった案件でございます。 

 皆様のご意見をよろしくお願いします。 
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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。 

 岡庭早苗委員。 

  

岡庭早苗委員 （挙手により質問） 

 代理と重複するんですけれども、私も内容調査会とかで道路、東側は低いです

よね。１ｍ低い。今回の申請地を含めた南側の道路が１ｍほど、東側の道路より

高い位置になっていて、そこでどのように考えていますかと質問したら、道路河

川課のほうで要求するなり話し合うなりする内容を言い出したので、それは道路

河川課さんとしてくださいというお話で終わったんですけれども、その話し合い

が、先ほど代理がおっしゃったようになかったということなので…。今回、対応

していただいて図面が上がってくるのかと思っていたら、全然違って一方的に事

務の数値を変えた形で申請してきているので、それも何かぎりぎりだったみたい

で、説明もやりとりも不足のような気がするので、私の個人的なあれとすると、

あくまで個人的ですけれども、計画案が整っていないのかなということで、非常

に難しいかと思いました。 

 あとは皆さんのお考えをよろしくお願いします。 

  

議長  では、代理から。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 説明もう一つ。 

 今、岡庭委員がおっしゃったように、道路が１ｍということでございましたが、

その道路も持ち上がっています。最初はもっと低かったんです。そこまで歩いて、

軽トラックも通れないぐらいがもとの道路で、車も通れません。なおかつ、そこ

に軽トラで入っていくと落ちる可能性があります、荷物の置き方に気を付けない

と軽トラが滑ります。その道路を使っての資材置き場になります。 

  

岡庭早苗委員  そこをどんなふうにしていけるのかによって、今回の土地の許可、原因が絡ん

でくるので、そこをしっかりやって大事にするというような形で申し上げたいん

ですけれども、対応がちょっとどうなのかなというのがありました。 

 以上です。 

  

議長  今の代理の話の中で、この道路を高くしたのは正光院ではないということだけ

つけ加えさせていただきます。ちょっと間違いがあるといけないので。正光院で

はないところがやったと。 

  

議長  それでは、榎本委員。 

  

榎本委員 （挙手により質問） 
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 今と同じようなことなんですけれども、そういった道というのは、やはり昔、

もう法定外道路がないということなんですけれども、昔でいえば、法定外道路で

狭い道ではないかと思うんですけれども、それは大丈夫なんですか。 

  

議長  代理から。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 入っていく道幅につきましては軽トラ通れます。２ｍ以上。２ｍか２．３ｍか

わからないですけれども。多分２.３ｍだと思いますが。ただ、采女新田、ちょっ

と特殊な地域でございます。私が担当になっているんですが、あそこは彦成村で

す、采女ですから。持ち主も采女の方がほとんどでした、早稲田村の半田の人た

ちが耕作するとかいう話は全くありません。そこに武蔵野線ができて分断されま

した。隧道を通ってこっちまで耕作に来る方が減りました。 

  

榎本委員  重ねて聞きますけれども、２ｍ３０の幅というのは、後々困っちゃうと思うん

です。最近になってからも広報でも出ていましたけれども、今まで狭い道をつく

ったところが、補償金を出すから広げてくれというような趣旨の内容がありまし

たので。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 すみません、そこまで行く道路はみんな吉川でございます。これから区画整理

が始まる土地でございます。だから、今さらそこだけのための道ではやらないと

思いますし、ただ、その計画について私はわかりません。用水を挟むと反対が吉

川です。道路はつながっておりません。 

  

議長  補足しますと、今回の資材置き場に入ってくる道路というのは、まず、吉川か

ら入ってくる道路しかありません。その道路幅２．３ｍ、砂利は一切敷いてあり

ません。今現在、脇に水路がありまして、用水がいっぱい来ますと道路と同じ高

さです。今は乾いているからいいんですけれども、雨が降ればほとんど通行不能。 

 その道路につながる三郷市側、申請地の東側につきましては、砂利敷きで３ｍ

幅です。申請地の南側の道幅は図面上は３ｍですが、セットバックをしますので、

最終的に４ｍになるという図面でいただいております。ただ、高さだけが勝手に

高くしてあるということでございます。 

  

議長  そのほかございますか。 

  

議長  もう一点だけ補足説明、私のほうからさせていただきますと、資材置き場の中

で、鉄板２０枚という話がありまして、当日、内容調査会におきまして、「どの

ような大きさの鉄板ですか。」と尋ねました。今申したとおり道路が狭いために、

恐らく軽トラックか１ｔ車ぐらいしか通れないだろうと思いましたので、「どう

いった車で運ぶんですか。」と言ったら、いや、車で運ぶんじゃなくて脇の駐車

場からクレーンでここに置くという話になってきまして、ちょっと予定外のこと
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が起きまして、一応鉄板を置く以上は、その鉄板の大きさを書いてくださいとい

うことで今回図面をいただきました。 

 １，５２４×３，０４８、ですから１ｍ５２ｃｍ４ｍｍ幅の長さが３ｍ４ｃｍ

８ｍｍの鉄板を２０枚置くということでございます。そうしますと、この大きさ

の鉄板ですと、やはり２ｔ車クラスの車ではないと入らないということは、難し

いのかなと。 

 今、南側の市道におきましては、先ほどビデオで見ていただいたとおり、申請

地と道路がフラットとなっております。どこが境目かわからない映像でしたが、

東側の砂利敷きの道路から上がるところにつきましては、１ｍの段差があります。

その上がるところにはどなたかが芝を植えてあります。今乾いているから、芝だ

から何とか上がれるそうですけれども、通常雨が降ったりすると、舗装ではなく

芝の道路が市道として認められるかという問題があります。 

 そのために、内容調査会におきまして、この総会の始まる前、１２時までに道

路河川課と協議をして、申請地南側の道路が三郷市の道路として適正かどうか判

断をしてから申請してくださいということをお願いしてありました。 

 そうしましたら、本日の１２時前に、今後道路河川課と協議をしますというお

話だけをいただいてそこでとまっています。ですから、実際に道路河川課と協議

はまだ進んでおりません。 

 ですから、我々いただいているこの図面は、道路河川課と協議なしの市道とい

う形で提出されたものを今預かっているわけでございますが、審議はこの図面を

もって行わなくてはいけません。ただ、市道として適正かどうかということがあ

ります。 

 資材置場の中に置く砂、砂利、赤土、バリケード、単管、カラーコーン、コン

パネにつきましては、軽トラック１ｔ車ぐらいでは大丈夫ですが、先ほどの鉄板

２０枚についてはちょっと厳しいのかなというふうな判断をさせていただきま

す。 

 内容調査会におきまして、道路河川課と協議して、道路として認められるかど

うかを確認した上での我々判断となりますと申請者に申し伝えたのに、現状にお

きましては道路河川課と協議されておりません。ですから、判断の一つとしてち

ょっと難しいのかなという判断をさせていただいているところでございます。今

のところの判断は私からとして説明させていただきます。 

  

議長  そのほかございますか。 

 矢野良委員。 

  

矢野委員 （挙手により質問） 

 宗教法人正光院の代表役員、松本大輔さんとなっているんですけれども、この

松本大輔さんという方は、普通お寺の役員というと檀家の中から選ばれるのかな

と思うんですけれども、檀家になっているんですか、この人は。 
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戸邉 

会長職務代理 

 すみません、それについては代表役員となっていますので、檀家であるかどう

かは知りません。 

  

議長  補足で言いますが、お寺ではあるんですが、この正光院さん、吉川にあるんです

が、この住所を訪ねてみましたら、プレハブ小屋が建っていまして、正光院の看板

が出ています。 

  

島根委員  お寺の住職さんではないということですよね。あそこにあるお墓ですよね。駅の

前にある。 

  

議長  そのほかに質問ありましたらお願いいたします。 

  

 【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２号４番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【少数挙手】 

  

議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、賛成少数であります。原案について、不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。 

  

 ４番 資材置き場用地  （少数賛成） 

  

議長  ここで暫時休憩をいたします。 

 ３時５分再開いたします。 

  

 【２０分暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開をいたします。 

  

議長  ６番、その他に移らせていただきます 

 まず、（１）番として、審議会、協議会につきまして報告ございましたらお願

いいたします。 

 堀切委員。 

  

堀切委員  三郷市農政審議会 ６月２６日（金）農業委員会会議室 
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議長  そのほかございましたら。 

 榎本委員、お願いします。 

  

榎本委員  三郷市農業再生協議会 ６月２６日(金) 農業委員会議室 

  

議長  ありがとうございます。 

 そのほか審議会、協議会で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、私のほうから１件。 

 三郷市景観審議会 ６月２６日（金） 

  

議長  それでは、続きまして、その他ということで、報告事項をお願いしたいと思い

ます。 

 ①番、農業委員県外視察研修会計報告につきましてお願いいたします。 

 会計からお願いいたします。 

  

篠田匡章委員  （平成３０年度三郷市農業委員会県外視察研修会計報告） 

  

議長  ありがとうございます。 

 続きまして、平成２９年度三郷市農業委員会親睦会決算報告につきまして、こ

れも会計からお願いします。 

  

篠田匡章委員  （平成２９年度三郷市農業委員会親睦会決算報告） 

  

議長  ありがとうございます。 

 これにつきましては、監査を行っておりますので、監事の鶴岡委員からお願い

いたします。 

  

鶴岡委員  (監査報告) 

  

議長  ありがとうございます。 

  

議長  それでは、私のほうからもう一点ございまして、 

一般社団法人埼玉県農業会議通常総会 ６月２７日 さいたま市 

  

議長  その他で報告は以上とさせていただきます。 

 続きまして、事務局からの連絡事項につきまして、名川補佐のほうからお願い

いたします。 
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事務局  それでは、事務局からの連絡事項でございます。 

 ①農地利用最適化推進活動活性化研修会 ８月３０日 羽生産業文化ホール 

②農地基本台帳調査   調査票を８月に発送予定 

 ③２０１８年度農業委員会業務必携の配付 

  

事務局  続きまして、農業振興課から連絡事項でございます。 

 ①農の社会科見学ツアー     ７月２２日 

 ②三郷市農業祭運営委員会    ８月１日（水）農業委員会室 

 ③三郷市園芸協会県外視察研修会 ８月２日、３日 

 ④三郷市農政審議会       ８月９日（木） 農業委員会議室 

 ⑤三郷市農業青年会議所研修会  ８月２１日 南部経済センター 

⑥活き活き農業体験講座     ８月中 染谷農園 石出農園 

以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 総括的に、ございましたら、挙手にてお願いしたいと思います。 

  

議長  それでは、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審議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５条で３件が許可相当、１件が

不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

ご協力いただきまして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。ありがとうございました。 
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