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平成３０年第８回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成３０年８月２７日（月） 午後１時３０分から４時２０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 

     議案第３号 買受適格証明願併せて農地法第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 
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第７ 閉会宣告  

 

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 

 委員の皆様、こんにちは。 

 ただいまから、平成３０年８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。 

 ３番 島根至代委員、４番 鶴岡千鶴子委員、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。 

 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「鷹野３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「畑」、地積「○○平米」の計３筆、○○平米、理由「家庭内贈与」、経営
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面積○○平米でございます。 

 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。 

  

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。 

  

内田委員  それでは、ただいまから議案第１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、その他につきましては事務局と同じ

ですので省略いたします。 

  （以降申請人、従事日数、経営状況、農機具保有状況を説明） 

 何ら問題はないと思いますが、慎重なるご審議を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。 

 

  

議長   島根委員。 

  

島根委員 （挙手により質問） 

 これはお孫さんで、農家を継いでいらっしゃるのですよね。会社員ですか。 

  

内田委員  現在は会社員、農業従事日数は○○日です。ですから、将来やめて継ぐかもわ

かりませんし、その辺は今のところ、まだ。 

  

名川局長補佐  従事日数につきましては、３条の許可条件の中で、世帯で１５０日以上という

ことになっております。 

  

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】 
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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、第３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３番、４番、５番、関連で６番、また、議案第３号１番、

２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１００分の７３、住所・氏名「○

○・○○」、持分１００分の２７、譲受人住所・氏名「○○・○○」、権利種類

「使用貸借」、土地の表示「彦成３丁目○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、

施設概要「住宅用地」。 

 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

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、ただいまから議案第２号１番について説明させていただきます。 

 譲受人、譲渡人、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） 

 理由書が届いておりますので、読み上げさせていただきます。 

 （理由書朗読）  

利用計画としまして、専用住宅木造２階建て、建築面積○○平米、延べ床面積
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○○平米です。駐車スペースが３台、駐輪スペースが３台、物置スペースです。 

 隣地の同意はあります。 

 続きまして、被害防除ですが、北側、新設ブロック５段積みプラスアルミフェ

ンス８０ｃｍ、西側は特になしです。東側、新設ブロック５段積みプラスアルミ

フェンス８０ｃｍ、南側、新設ブロック２段積み、アルミフェンス８０ｃｍ、雨

水は雨水浸透ますからオーバーフロー分を西側側溝へ、汚水は西側下水道本管へ

排水いたします。 

 その他参考事項としまして、誓約書あり。 

 （資金計画について説明） 

 以上で私の説明を終わりにします。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。 

 これは本来中村誠委員の担当でございますが、欠席のために篠田委員にお願い

した案件でございます。 

 それでは、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「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「店舗用地（コンビニエンスストア）」。 

 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。 

 この案件も本来中村委員の担当でございますが、篠田匡章委員にお願いしてご

ざいます。それでは、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、ただいまから議案第２号２番の説明をさせていただきます。 

 譲渡人及び譲受人の住所・氏名、権利種類、土地の表示、施設概要につきまし

ては、先ほどの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ど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）  

理由書が届いておりますので、読み上げさせていただきます。 

 （理由書朗読）  

利用計画としましては、店舗１棟、鉄骨平家建て、建築面積○○平米、物置１

棟、軽量鉄骨造り平家建て、建築面積が○○平米、駐車台数は普通車が２３台、

うち車椅子車専用が１台、大型車用が１台、駐輪場が１０台とのことです。 

 隣地の同意はあります。 

 続きまして、被害防除ですが、汚水雑排水は合併処理浄化槽３０人槽で処理後、

雨水は雨水浸透ますにて処理、オーバーフロー分を南側水路に放流とのことです。 

 北側、新設ＣＢ３段積みメッシュフェンス１ｍ、出入り口、水路側に新設メッ

シュフェンス１ｍ、停止線、西側は歩車道ブロック、出入り口停止線、南側、新

設ＣＢ４段積みメッシュフェンス１ｍ、東側、新設ＣＢ３段積み、プラス目隠し

フェンス１ｍが左側で、住宅側が新設ＣＢ３段積み、駐車場はアスファルト舗装、

アイドリングストップ看板、ポールサインとのことです。 

 その他参考事項としまして、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） 

 面積が○○平米だと足らないと思うので、○○番の土地も使うようなことを言

っていたようですけれども、○○番の土地はどういう土地なのか、もしわかりま

したらお願いします。 

  

議長  篠田委員、お願いします。 
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篠田匡章委員  事務局でお願いします。 

  

貝塚主任  登記簿謄本をご提出いただいていまして、隣地についてですが、雑種地という

登記地目でございます。以前から貸し駐車場としてお使いになられていたようで

すが、そちらの雑種地と合わせて一体利用ということで。 

  

矢野委員  面積はどのくらいになりますか。 

  

貝塚主任  こちらは○○平米です。 

  

矢野委員  わかりました。 

  

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） 

 ○○番、と並んで、○○番の番地はないのですか。 

  

議長  事務局でお願いします。 

  

貝塚主任  ○○番につきましては畑で、さっきビデオにも映っていました。そのまま、今

回の申請とは関係ございません。 

  

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

て県知事に送付をいたします。 

  

 ２番 店舗用地（コンビニエンスストア）  （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。 
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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「売買」、土地の表示「半田字五反田○○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「田」、地積「○○平米」、計３筆の○○平米。施設概要「駐

車場兼資材置場」。 

 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。 

 この案件は戸邉代理の担当でございます。戸邉代理、内容説明をお願いします。 

  

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。 

 譲渡人の住所・氏名及び権利種類、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、現地につき

ましてもビデオどおりでございますので省略させていただきます。 

 （以降内容調査会で聴き取り調査した内容を説明） 

  ここで理由書が出ておりますので、読み上げさせていただきます。 

 （理由書朗読）   

本社からの距離が約３７ｋｍで５０分、利用計画としては、重機が８台、下請

の車２台、社用車４台、従業員用の車６台、水槽８個、ケーシング、何か窓枠の

中へ入れるときに使う道具です。大、中、小合わせて５，０００本、鉄筋製スト

ックヤード、トレミー管が９０本、バケット２５本、発電機３台、回転スペース

という形になっています。ちょっと専門的なものでわかりにくいところがござい

ました。申しわけございません。 

 隣地の同意は一部はございますが、一部はございません。 

 被害防除としまして、〇〇番、〇〇番につきましては、東側、西側、新設Ｈ鋼

柵鋼板、高さが２ｍ、南側におきましては鋼板、高さ２ｍ、コンクリート舗装、

１５ｍ掛ける１０ｍ、停止線、キャスターゲートをつけます。会社看板、アイド

リングストップ看板、北側については、新設Ｈ鋼板柵１００、グリットフェンス、

高さ１．５ｍ、２９１番については、東側、南側、新設Ｈ鋼板柵、グリットフェ

ンス、高さ１．５ｍ、西側につきましてはグリットフェンス１．５ｍ、アイドリ

ングストップ看板、北側につきましては新設グリットフェンス、高さ１．５ｍ、

出入り口アスファルト舗装、６ｍ掛ける６ｍ、キャスターゲートをつけます。会

社看板、場内は砂利敷きです。 

 誓約書はございます。 

 （資金計画について説明） 

 ここも、先ほどの話ではないのですが、番地がつながっておりますが、田んぼ
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が１枚、２枚並んでいます。北側にもう１枚、順番がこのような形になっており

ます。間には水路がございます。 

 以上で説明を終わります。皆様の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） 

 同意書が一部あって、一部ないという話でしたけれども、同意を得られなかっ

たということでしょうか。必要ないのかどうか。 

  

議長  お願いします。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 東側が田んぼでございます。田んぼのほうは近隣の半田の方の持ち物でござい

まして、そこは同意がまとめられました。反対側は地元の半田の方ではなくて、

経過書が出ております。８月２日に行きましたところ、自宅を建て替え中のため

お会いすることができなかった。隣家の方に聞いたのですが、わからないという

ことでした。８月６日ももう一度行ったのですけれども、お会いできいません。

これから先いかなる方法をとっても、探し求めていきますと申し出がございます。 

 以上でございます。 

  

議長  そのほかございますか。 

 恩田委員。 

  

恩田委員  （挙手により質問） 

 質問ではないですけれども、よくこのような案件があると、矢野さんと一緒で

同意書を、これから見つけていくとか何とか、それで同意書は最初から要らない

のではないですか。その点事務局のほうへお聞きしたいと思いまして。 

  

議長  では、事務局から。 

  

名川局長補佐  同意書に関しましては法定書類ではないことは確かです。ただ、以前から三郷

市農業委員会のとしては、近隣の方、農地がある場合には同意書をもらっていこ

うという中の動きで同意書を提出いただいています。 

 今回の案件に関しては、隣地農地の所有者の自宅が建て替え中ということでな

かなか連絡がとれないというのは代理人からお話をいただいているところです。

本日までに提出くださいという話は重々させてもらったんですけれども、総会ま

でには間に合わなかったということで、今回経過書という形で提出されています。 
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 法定書類ではないけれども、近隣農地への影響を考えまして、委員会としては

引き続き同意書はお話をしていったほうがいいのかと事務局では考えています。 

  

議長  そのほかございますか。 

 篠田委員。 

  

篠田匡章委員 （挙手により質問） 

 さっきビデオでは道路より、だいぶ高く見えたのですが、高さはどうなんでし

ょうか。 

  

議長  では、担当の戸邉委員、お願いします。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 現地は約８０ｃｍくらいですか、１ｍをちょっと切るくらいですね。内容調査

会においてお話をさせていただきました。余り高くても逆に使いにくいという話

がございまして、道路面より約３０㎝高の計画でやっていきますということは調

査会で確認をしました。 

 以上でございます。 

  

議長  よろしいですか。 

 そのほかございますか。 

 篠田委員。 

  

篠田義昭委員 （挙手により質問） 

 先ほどの説明で、３筆の間に水路が通っているというお話だったのですが、そ

の場合、利用計画で駐車場、それは問題ないのですか。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 ご説明させていただきます。入り口が違います。間に水路がありますので、そこ

は通れません。中は通れません。ですから、入口は北側から入っていく、狭い道路

ですが、そちらから入って、主に従業員の駐車場、あと下請の駐車場、あと水槽を

主に、水を水槽にためる、沈殿させていくことを主にやっていきたいということで

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２号３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 

  

 ３番 駐車場兼資材置場  （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します。 

  

名川局長補佐  議案第２号４番、譲渡人、２名いらっしゃいます。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「上彦名字新田堀外○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、

同じく○○番、地目「田」、地積「○○平米」、計２筆の○○平米、施設概要「駐

車場兼資材置場」。 

 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。 

 この案件は堀切委員の担当でございます。堀切委員、内容説明をお願いいたし

ます。 

  

堀切委員  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、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すので省略させていただきます。 

 （以降内容調査会で聴き取り調査した内容を説明） 

 申請理由について理由書が届いておりますので、読み上げさせていただきます。 

 （理由書朗読）  

営業所から申請地までの距離ですけれども、５０ｍから１００ｍということで、

車で約１分、利用計画につきましては、８ｔトラック１台、４ｔトラック５台、

３ｔトラック１台、社用車３台、通勤車７台、フレコンバッグ置場約３００本、

回転スペースも取る。 

 隣地の同意はあります。 

 被害防除につきまして、西側は既存地のため特になし。南側、水路側は新設Ｈ

鋼板柵土どめ、新設ネットフェンス、高さ１．２ｍ、東側、田んぼ側です。新設

Ｈ鋼板柵土どめ、新設ネットフェンス、高さ１．２ｍ、北側、道路側、これは新

設Ｈ鋼板柵土どめ、新設ネットフェンス、高さ１．２ｍ、敷地内は砂利敷きとの

ことです。アイドリングストップ看板をつけます。 
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 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。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。 

  

 【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。 

  

 ４番 駐車場兼資材置場  （全員賛成） 

  

議長  ここで１時間経過しましたので、暫時休憩いたします。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。 

 続きまして、議案第２号５番、６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５番、譲渡人、２名いらっしゃいます。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「彦倉１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」、計３筆の○○平米、施設概要「駐車場用地」。 

 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

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。 

 続きまして、議案第２号６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「上口１丁目○○番」、
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地目「田」、地積「○○平米」、同じく「○○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種農地と判断されます。 

 また、５番、６番合わせて同じ事業ということで、合計面積〇〇平米ございま

すので、農業委員会総会の後に常設審議会の対象となる案件でございます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ５番、６番につきましては関連がありますので、一括審議とさせていただきま

す。 

 それでは、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２号５番、６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。 

 それでは、まず申請人について説明をさせていただきます。 

 （以降内容調査会で聴き取り調査した内容を説明） 

 理由書が届いておりますので、読み上げさせていただきます。 

 （理由書朗読） 

 続きまして、２号５番の土地につきまして、大型トラック１３台、社員駐車場

３台。隣地の同意は必要ありません。 

 被害防除につきましては、北側、新設Ｈ鋼板柵土どめ、プラス単管パイプ柵、

高さ１ｍ、出入り口、８ｍ掛ける１０ｍのコンクリート舗装、停止線、会社看板、

アイドリングストップ看板、南側、新設Ｈ鋼板柵土どめ、プラス単管パイプ柵、

高さ１ｍ、水路際、コンクリート打設、アイドリングストップ看板、東側、西側、

新設Ｈ鋼板柵土どめ、プラス単管パイプ、高さ１ｍ、敷地内は砂利敷きというこ

とです。 

 誓約書はあります。 

 （資金計画について説明） 

 東京支店から申請地までの距離及び時間ということで、２１ｋｍ、三、四十分

ということです。 

 続きまして、２号６番については、利用計画として、大型トラック１０台、社

員駐車場１０台。こちらは隣地の同意があります。 

 北側、新設Ｈ鋼板柵土どめ、プラス単管パイプ柵、高さ１ｍ、出入り口、８ｍ

掛ける１１ｍ、コンクリート舗装、停止線、会社看板、南側、新設Ｈ鋼板柵土ど

め、プラス単管パイプ、高さ１ｍ、水路際コンクリート打設、東側、西側、新設
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Ｈ鋼板柵土どめ、プラス単管パイプ、高さ１ｍ、アイドリングストップ看板。敷

地内は砂利敷き。 

 誓約書はあります。 

 （資金計画について説明） 

 計画従業員数は、三郷では男子が２２名、女子１人で２３名、２３台が駐車と

いうことです。 

 それでは、以上で説明を終わります。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２号５番、６番について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。 

 議案別に採決させていただきます。 

 まず、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 駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第２号６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 

  

 ６番 駐車場用地（全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第２号７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７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「○○・○○」、住所・氏名「○○・○○」、権利の種類「使
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用貸借」、土地の表示「幸房字前○○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。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は矢野委員の担当でございます。矢野委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

矢野委員  それでは、ただいまから議案第２号７番の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、施設概要につきまして

は事務局の説明どおりでありますので省略させていただきます。現地の説明につ

きましてもビデオのとおりでありますので省略させていただきます。 

 （以降、申請人について説明） 

 申請理由につきましては、理由書が出ておりますので、読み上げさせていただ

きます。 

 （理由書朗読） 

 今回の申請地南側に幸房○○番という宅地がありまして、それが大体○○平米

弱あるようでして、それと一体利用するということであります。 

 利用計画としましては、木造２階建て、建築面積○○平米、延べ床面積が○○

平米、駐車スペース２台分、物干し場、家庭菜園スペース、植栽。 

 隣地の同意はあります。 

 被害防除としましては、南側が親の住宅地です。既設ＣＢ４段、プラスフェン

スＨ６０、東側は隣地駐車場につき特になし。北側、親族畑につき特になし。西

側道路については新設ＣＢ４段土どめ、そして出入り口として利用、汚水は合併

浄化槽５人槽で処理後、雨水は雨水浸透ますからオーバーフロー分を西側水路へ

排水。 

 その他参考事項としまして、誓約書あり。 

  （資金計画について説明） 

 開発許可要件は、親族が調整区域に２０年住んでいるということです。 

 今回は譲渡人が贈与を受けた土地を三年三作たってないんですけれども、何と

か事情を考慮していただき許可をお願いしたい、そういう内容であります。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第２号７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。 

 堀切委員。 
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堀切委員 （挙手により質問） 

 譲渡人さんが贈与を受けたのはいつですか。三年三作過ぎてなくても。 

  

矢野委員  平成２８年に譲渡人が父親から贈与を受けている。大体２年くらいです。３年

はたってないということです。 

  

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２号７番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【挙手多数】 

  

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。 

  

 ７番 住宅用地  （賛成多数） 

  

議長  ここで資料配布のために暫時休憩とさせていただきます。時間は５分程度、開

会は３時２０分でお願いします。 

  

 【 5 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「買受適格証明願併せて農地法第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「買受適格証明願併せて農地法第５条の規定による許可申請につい

て意見を求める件」、説明させていただきます。 

 こちらは議案第３号１番、２番、同じ地番という申請になっております。今回

買受適格証明願という申請でございます。今資料でお配りさせていただきました

けれども、こちらは国税局で公売物件の土地になっております。流れ的には、農

業委員会総会で買受適格証明願が交付相当になって、春日部農林で買受適格証明
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が交付されれば、それを持ってこの方は公売に参加されて、落札とした方がまた

農地転用申請（第５条）を再度する流れとなっております。そのために同じ場所

につきまして今回２件の案件が出てきております。 

 それでは、議案第３号１番、申請人住所・氏名「○○・○○」、土地の表示「笹

塚字屋敷廻○○番、地目「田」、地積「○○平米」、「南蓮沼字道結○○番」、

地目「田」、地積「○○平米」、計２筆○○平米、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をお願いい

たします。 

  

大久保委員  それでは、議案第３号１番についてご説明させていただきます。 

 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

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。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。 

 （以降内容調査会で聴き取り調査した内容、理由書、利用計画、被害防除、資

金計画等について説明） 

 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。 

  

  【質疑あり】 

  

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。 

  

 【挙手少数】 

  

議長  採決の結果、賛成少数でございます。原案について不交付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 資材置場用地  （賛成少数） 

  

議長  続きまして、議案第３号２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３号２番、申請人住所・氏名「○○・○○」、土地の表示「笹塚字屋敷
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廻○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、「南蓮沼字道結○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、計２筆の○○平米です。 

 概要「農機具の展示場」。 

 申請地の農地区分は、先ほどのとおり、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、内容説明をお願いします。 

  

大久保委員  それでは、議案第３号２番についてご説明させていただきます。 

 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の事務局

からの説明どおりですので省略させていただきます。また、現地の状況について

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。 

 （以降内容調査会で聴き取り調査した内容、理由書、利用計画、被害防除、資

金計画等について説明） 

以上で説明を終わります。何とぞご審議をお願いいたします。 

  

  【質疑あり】 

  

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２番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【挙手少数】 

  

議長  採決の結果賛成少数でございます。原案について不交付相当として意見を付し

て県知事に送付いたします。 

  

 ２番 農機具の展示場  （賛成少数） 

  

議長  ここで暫時休憩いたします。再開時間４時５分でお願いします。 

  

 【 15 分暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開いたします。 

  

議長  ６番、その他に移らせていただきます 

 まず、（１）として、審議会、協議会の報告について、ございましたらお願い
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いたします。 

 篠田委員。 

  

篠田義昭委員  三郷市農政審議会 ８月２４日 

  

議長  ありがとうございます。 

 そのほかに審議会・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  その他で報告がありましたら、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報告事項について、名川補佐からお願いし

ます。 

  

名川局長補佐  事務局からの連絡事項を説明させていただきます。 

① 農地利用最適化推進活動活性化研修会 

② 埼葛地方協議会役員会及び臨時総会 

③ 四市町農政研究会合同研修会 

  

議長  ありがとうございます。 

 次に、農業振興課からの連絡事項を事務局からお願いします。 

  

名川局長補佐  農業振興課からの連絡事項につきましては３点でございます。 

① 菊花会の総会・菊花展運営委員会 ８月２０日 農業委員会議室 

② 活き活き農業体験講座 ８月下旬 中村農園・吉田農園 

③ 緑の学校ファーム ９月上旬 彦糸小学校・立花小学校 

 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でございます。 

 この後、最後に２点ほど提案事項がございます、 

①農業祭における農業委員会の協力参加について 

 ②農地パトロールについて 

  

議長  以上で閉会となりますので、戸邉代理より閉会のご挨拶をお願いしたいと思い

ます。 
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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７件が許可相当、買受適

格証明で２件が不交付相当となりました。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。お世話さまでした。 
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