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平成３０年第９回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成３０年９月２５日（火） 午後１時３０分から午後４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 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５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６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 生産緑地地区の一部を変更する都市計画案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 
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     （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） 

   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９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） 
 （開催の宣言と開会の挨拶） 

  

議長  それでは、本日の出席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。 

 ５番 戸邉勲代理、６番 榎本貞夫委員、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「○○・持分４分の１○○」、譲受人住所・氏名

「○○・持分４分の１○○」、権利の種類「贈与」、土地の表示「番匠免１丁目

○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、理由「家庭内贈与」、経営面積「○
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○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。 

 この案件は篠田匡章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。 

  

篠田匡章委員  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

らの説明どおりですので省略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） 

 何ら問題はないかと思いますが、よろしくご審議のほどを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。 

 堀切委員。 

  

堀切委員 （挙手により質問） 

 これ、市街化区域ですよね。１４３平米を４分割して、贈与するということで

すよね。 

  

篠田匡章委員  はい。 

  

堀切委員  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】 
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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「贈与」、土地の表示「番匠免２丁目○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、理由「課税内贈与」、経営面積「○○平米」。 

 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、篠田匡章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。 

  

篠田匡章委員  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

らの説明どおりですので省略させていただきます。 

 現地ですが、二郷半用水上地橋を右折し、○○ｍ先の右側にあります。現在は

畑として耕作しております。 

 今回は家庭内贈与ということでありますが、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） 

 何ら問題はないかと思いますが、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 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、お願いします。 

  

矢野委員 （挙手により質問） 

 やっぱり市街化区域なんですよね。 

  

篠田匡章委員  これは、調整区域です。 

  

矢野委員  さっきのは市街化って言っていましたよね。 
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篠田匡章委員  さっきのは市街化です。 

  

矢野委員  ちょっと戻っちゃって申しわけない。 

 事務局に質問ですけれども、市街化区域の場合は、転用なんかの場合は届出で

いいけれども、農地のまま移動する場合は許可が必要ということでよろしいです

かね。 

  

名川局長補佐  矢野委員のおっしゃるとおり、４条、５条に関しては、市街化に関しては届出

で構わない。ただし、３条に関しては、農地の売買に関しましては届出じゃなく

て、通常どおり許可という形で、調整区域と市街化区域に、特に審議内容につい

て差異のあるところはございません。 

  

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１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。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  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いたします。 

 今月は、議案第２号１番、議案第３号１番、２番、３番について、内容調査会

を開催しております。 

 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。 



6 

  

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「鷹野３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。 

  

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２号１番についてご説明申し上げます。 

 なお、今回４条の申請ですので、お間違えないようにお願いいたします。 

 （以降内容調査会で聴き取り調査した内容を説明） 

 理由書が届いておりますので、理由書を読み上げます。 

 （理由書朗読） 利用計画なんですが、この駐車場、冷蔵冷凍車５台になりま

す。 

 隣地の同意はあります。 

 被害防除ですが、東側、新設２段ブロック、西側、新設２段ブロックプラスフ

ェンス６００ｍｍ、北側、出入り口、砂利飛散防止舗装として６ｍ、４ｍのコン

クリート舗装、停止線、入り口はチェーン施錠、さらに新設２段ブロックプラス

フェンス６００ｍｍをつけます。南側につきましては、新設２段ブロックです。

なお、敷地内は砂利敷き、そのほかにアイドリングストップ看板、連続看板、照

明灯をつけるとのことです。その他として誓約書ありです。 

 参考に申しますと、この冷蔵冷凍車、現在は高州にあります○○さんです、〇

〇にある○○さん、あの敷地内に駐車をしています。〇〇さんのところから出て

ほしいということで、探したところであるということですので、許可が出れば、

〇〇さんのほうからそっちの駐車場のほうに移動します。 

 冷蔵冷凍車ですが、〇〇の○○を輸送しております。 

 以上で説明終わります。何とぞ問題ないと思いますが、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。 
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 採決をいたします。 

 議案第２号１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。 

  

 １番 駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第３号「農地法第５条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「○○・○○」、住所・氏名「○○・○○」、譲受人住

所・氏名「○○・○○」、権利の種類「賃貸借」、土地の表示「茂田井字南耕地

○○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「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

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、ただいまより議案第３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、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。それから、申請地につきましても、

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） 

 理由書が届いておりますので読み上げます。 

 （理由書朗読） 

 利用計画としまして、資材置き場に残土１６４平米、砂利６４平米、あと砕石

６４平米です。それから、会社から申請地までの距離ですが、２５ｋｍ、時間で

大体３０分です。 

 念書はあります。同意書については、隣地の方から鋼板塀の位置を１ｍ下げて

ほしいという要望を受けて、境界より１ｍ下げて設置すれば、同意をしていただ
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くということでしたが、まだ届いていません。 

 被害防除については、北側が新設ブロック４段積みの鋼板で、円柱２ｍ、それ

から南側が、出入り口幅６ｍ、砂利飛散防止舗装６ｍかける８ｍ、それから停止

線、鋼板塀２ｍ。出入り口の両側に中が透けて見えるものを１枚ずつ使用すると

いうことです。それから、敷地内は砂利敷きです。それから、西側は新設ブロッ

ク２段積みで、塀はリーチの今使っているやつを使います。それから、アイドリ

ングストップ看板、それから会社案内看板、誓約書はあります。 

 （資金計画について説明） 

 以上です。説明終わります。よろしくご審議お願いします。 

  

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。 

 榎本委員。 

  

榎本委員 （挙手により質問） 

 １ｍ下がれば隣地の方は同意するという話なんですか。 

  

加藤委員  そうです。 

  

榎本委員  それから、それはまだいただいていないのですか。 

  

加藤委員  はい。 

  

榎本委員  それから、西側なんですけれども、２段のブロックを積んで、高さはどのぐら

いになるんですか。 

  

藤島係長  通常のブロックですので、１段２０ｃｍと考えれば４０ｃｍぐらいのブロック

の高さがあると思われます。 

  

榎本委員  それで、そのブロックの上には鋼板とかはやらないんですか。 

  

藤島係長  隣はもう既に資材置き場として転用されてしまっておりまして、西側につきま

しては、もう農地ではなくなっております。 

  

榎本委員  じゃ、今は既設のものを利用していく。 

  

藤島係長  そのまま施設のもので、自分たちのほうはつくらないというような形になると

思います。 
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榎本委員  それで、ほかは大体２ｍぐらいの高さで囲む。 

  

藤島係長  ことになります。 

  

榎本委員  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。 

 矢野委員。 

  

矢野委員 （挙手により質問） 

 先ほどと同じなんですけれども、１ｍ下がればという、会社の人は下がります

よといっているけれども、同意書が届いていないと、そういうことなのか、いや

下がりませんよと、そういうふうにちょっとわからないので。 

  

藤島係長  当初、代理人は、申請者との間に入っている不動産屋から１ｍ下がらない状態

でも同意書をもらえると、聞いていたということでした。ただちょっと隣接所有

者の都合で同意書が渡されていない、届いていないというお話でした。ここにき

て実際にこの代理人が直接隣接所有者に同意書をいただきに上がったときに、「申

請者や不動産屋から全然話聞いていない。周り近所も資材置き場みたいだけれど

も、土とかも高く上げられちゃっていて、話も聞いていなくてどうなるかわかん

ないのに、隣にそのまま鋼板塀建てられちゃ嫌です。」といわれたそうです。 

 １ｍ下がるというのは、申請人から出た話ではなくて、隣接所有者から「１ｍ

下がってくれたら同意書にサインする」と言われたので、申請人はわかりました

ということで、言われたとおり１ｍ下がるようにやりますと、今回、申請内容を

当初より少し変更して、出し直してきたという形になっております。 

  

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３号１番に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

  

 【多数挙手】 

  

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
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て県知事に送付をいたします。 

  

 １番 資材置場用地  （多数賛成） 

  

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「売買」、土地の表示「栄４丁目○○番」、地目「畑」、地

積「○○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

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。 

 この案件は篠田義昭委員の担当であります。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３号２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をいたします。 

 それでは、まず申請人について説明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） 

 続いて、利用計画についてですが、残土置き場と資材を保管する目的となって

おりまして、詳細については、残土２０立方メートル、積載Ｒ４０、３０立方メ

ートル、パイプ５ｍが１００本、４ｍが５０本、１ｍが２５本、ブロック１２Ｃ

が１００個、１０Ｃが１００個となっております。 

 隣地の同意について必要はございません。 

 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） 

 続いて、被害防除の関係ですが、北側、西側は高さ８０ｃｍのネットフェンス、

東側は５段積み１０Ｃブロックに高さ８０ｃｍのネットフェンス、南側は５段積

みの１２Ｃブロック、出入り口は南側にあります。出入り口には砂利飛散防止コ

ンクリート打設２．８ｍかける３ｍ、アコーディオンフェンスがつき、停止線が

あります。連絡先看板が設置されます。敷地内は砂利敷きです。 

 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） 

 以上で終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 
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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。 

  

 【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。 

 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 資材置場用地  （全員賛成） 

  

議長  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「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・

○○」、権利の種類「賃貸借」、土地の表示「上口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「駐車場・コンテナ容器置場用地（敷地拡張）」でございま

す。 

 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３号３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はビデオのとおりでございますので省略いたします。 

 それでは、まず申請人について説明いたします。 

 （以降内容調査会で聴き取り調査した内容を説明）  

 今回の転用目的ですが、駐車場用地・コンテナ容器置場用地ということで、ま
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た隣と一緒で敷地拡張ということです。 

 理由書が届いておりますので、朗読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及び時間につきましては、３ｋｍ、時間は２０分

ということです。 

 今回の利用計画ですが、今回の申請地○○番、〇〇番と隣の既存の資材置場○

○番を一体で利用するということです。社員の車９台から１６台、コンテナ車６

台から１３台、７台分ずつふやすということです。２ｔコンテナスペース２０個

は２０個です。２ｔコンテナスペース２８個、重ねて保管しないよう、していた

分を重ねないようにするということです。 

 隣地の同意は必要ございません。 

 被害防除ですが、北側、新設ブロック７段積み、控え壁あり、Ｃ結単管パイプ

柵、高さ１．５ｍ、南側、西側、新設ブロック４段、新設鋼板塀高さ３ｍ、東側

は既設、拡張ですので既設ということです。出入り口は既設のものを引き続き使

用する。場内砂利敷き、アイドリングストップ看板、会社看板を設置の予定です。 

 その他、参考事項ですけれども、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。よろしく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。 

 岡庭早苗委員。 

  

岡庭早苗委員 （挙手により質問） 

 私の聞き間違えかもしれないですが、内容調査会のときに、アイドリングスト

ップ看板は面積に応じて１カ所、２カ所というのがあって、２カ所というような。 

  

堀切委員  ２カ所です。 

  

岡庭早苗委員  これ２カ所、差替えの図面に 

 １カ所は見つかったのですけれども、左側の、もう１カ所が見当たらないなと

思っているのですが、その辺は確認済みでしょうか。 

  

名川局長補佐  すみません、図面のほうにはアイドリングストップ看板１枚しか落ちていませ

ん。既設のほうにあるのか確認とれていないのですけれども、市のほうから２枚つ

けなきゃいけないということですので、こちらは２枚ということで、代理人に、２

枚つけるようにと、報告させていただきたいと思います。 

  

議長  そのほかございますか。 



13 

  

 【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

て県知事へ送付をいたします。 

  

 ３番 駐車場・コンテナ容器置場用地  （全員賛成） 

  

議長  それでは、次の議案第４号につきましては、みどり公園課をお呼びして説明を

していただく関係上、ここで暫時休憩とさせていただきます。 

 再開時間２時５０分、再開２時５０分でございます。 

  

 【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４号「生産緑地地区の一部を変更する都市計画案について

意見を求める件」についてを上程いたします。 

 なお、この案件につきましては、みどり公園課に説明を求めますが、その後、

地区担当委員より各地区の現地調査の報告をお願いいたします。また、一括審議、

また個別採決とさせていただきます。 

 それでは、議案第４号についてみどり公園課に説明お願いいたします。 

  

矢野みどり公

園課参事 

 皆さん、こんにちは。みどり公園課長の矢野でございます。 

 本日はお時間をいただきまして、生産緑地地区の一部変更にかかわる土地計画

案の説明ということでお邪魔をさせていただきました。 

 本日みどり公園課より私を含めて３人の職員、出席をしておりますので、まず

紹介のほうさせていただきたいと存じます。 

 私の左隣、川端課長補佐です。 

  

川端みどり公

園課課長補佐 

 川端です。よろしくお願いします。 
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矢野みどり公

園課参事 

 そして、染谷主査です。 

 

  

染谷みどり公

園課主査 

 染谷です。よろしくお願いします。 

 

  

矢野みどり公

園課参事 

 以上３名で説明のほうさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 初めに、お配りしております資料の確認のほうをさせていただきたいと存じま

す。 

 初めに、資料としてＡ４の横で、生産緑地地区の変更という、１枚のもの、続

きましてＡ４の縦になりますけれども、左の上の部分に変更概要書と書かれてい

るもの、２枚つづりのものです、こちらが１部、そしてさらにＡ４の横書きです

けれども、生産緑地地区変更一覧表というもの、そして最後になりますけれども、

Ａ４の縦で変更概要図及び公図がそれぞれ生産緑地地区ごとにつづられているも

の、以上になりますけれども、一つずつになっているので、ばらして見ていただ

けると見やすいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 過不足ございませんでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 じゃ、すみません、恐れ入りますが、着座にて説明をさせていただきたいと思

います。 

 それでは、お手元の資料、生産緑地地区の変更をごらんください。 

 今回、生産緑地地区の変更につきましては、生産緑地の追加指定と生産緑地地

区の廃止、大きく２つの案件がございます。 

 初めに、追加指定から説明をさせていただきます。 

 生産緑地の追加指定を実施するに当たりましては、本年７月３日と７日、２回

説明会を開催いたしました。説明会終了後、申請受付期間を７月９日から８月１

０日まで、約１カ月間設けましたところ、合計で７名の方から申請がございまし

た。申請内容につきまして、私どもみどり公園課の職員が現地確認などを行いま

して、新規指定で６地区、既存の生産緑地地区との一団化が２地区、合計面積で

７，７７２平方メートル、０．７８ｈａを今回新たに追加すべく、生産緑地地区

の一部変更にかかわる都市計画案を作成したところでございます。 

 それでは、追加指定をされますそれぞれの生産緑地地区について説明をさせて

いただきます。 

 資料の生産緑地地区変更一覧表、Ａ４横のものです、こちらをごらんください。 

 表が上段、下段ございますけれども、上段の追加申請一覧、こちらの左側から

２列目に生産緑地番号という番号がございます。こちらの２０１８－１から説明

をさせていただきます。恐れ入りますが、配付をいたしました変更概要書と地区

番号ごとにつづられております変更概要図と公図もあわせてご確認いただければ

と思います。 

 それでは、生産緑地番号第２０１８－１号でございますが、土地の所在が三郷
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３丁目９番の１の１筆、面積が０．１４ｈａ、筆全ての指定となります。 

 次に、２０１８－２号でございますが、土地の所在が花和田字セキグチ３９８

番と３９９番の計２筆、面積０．１ｈａ、筆全ての指定となります。 

 続いて、２０１８－３号でございます。土地の所在が戸ケ崎４丁目１２６番の

１筆、面積が０．１３ｈａ、筆全ての指定となります。 

 続いて、２０１８－４号でございます。土地の所在が戸ケ崎４丁目１３９番、

１４０番、そして戸ケ崎字関戸１６８９番の４４の計３筆、面積０．２ｈａの指

定となります。 

 なお、戸ケ崎字関戸１６８９番の４４につきましては、土地の一部にほこらが

入っておりますので、そのほこらの部分の区域面積を除いた実測での面積となり

ます。 

 続いて、２０１８－５号でございますが、土地の所在が高州１丁目１１９番の

１の１筆、面積が０．０５ｈａ、筆全ての指定となります。 

 続いて、２０１８－６号でございますが、土地の所在が高州１丁目２２４番の

１の１筆、面積０．０８ｈａ、筆全ての指定となります。 

 続いて、ちょっと上段に戻りますけれども、２０１２－１８号でございます。

土地の所在が戸ケ崎４丁目２８６番の１筆、面積が０．０４ｈａ、筆全ての指定

でございますが、こちらは既に指定をしてございます生産緑地との一団地認定と

なります。 

 最後です。下から３段目になりますけれども、２０１２－２１号、土地の所在

が鷹野５丁目１１番、１筆です。面積が０．０４ｈａ、筆全ての指定でございま

すが、こちらも既に指定をしております生産緑地地区との一団地認定となります。 

 以上が追加される新規指定の６地区と既存地区との一団化２地区の概要でござ

います。 

 続きまして、生産緑地地区変更一覧の下段にございます廃止予定一覧について

説明をさせていただきます。 

 今回廃止を予定しております地区は、変更が１地区と廃止が２地区、合計面積

で２，３５７平方メートル、０．２３ｈａでございます。 

 こちらの３地区につきましては、主たる従事者が死亡したため、生産緑地法第

１０条による買い取り申し出が提出されており、市での買い取り、農業委員会及

び埼葛農業協同組合によるあっせんが不調に終わったことにより、生産緑地法第

１４条の規定に基づき、行為制限が既に解除をされております。 

 それでは廃止及び変更されますそれぞれの生産緑地地区について説明をさせて

いただきます。 

 初めに、生産緑地番号第１３４号でございますが、土地の詳細が泉２丁目３２

番２と３２番の３の２筆、面積が０．０４ｈａ、筆全ての廃止となりますが、こ

ちらの生産緑地につきましては、一部廃止することによります変更という扱いに

なります。 

 次に、生産緑地番号の１０９号でございますが、土地の所在は彦糸１丁目１５

番、２０番の１の２筆、面積が０．０９ｈａ、筆全ての廃止となります。 
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 最後に、１３５号でございますが、土地の所在がピアラシティ２丁目１２番の

５の１筆、面積０．０６ｈａ、筆全ての廃止となります。 

 以上で廃止をされます変更１地区、廃止２地区の概要となります。 

 今回の生産緑地地区の追加指定及び廃止によりまして、三郷市の生産緑地地区

は、資料の生産緑地地区の変更という用紙の下段に記載してございますけれども、

これまでの１６４地区、指定面積２９．５８ｈａから、１６８地区、指定面積３

０．１３ｈａとなる予定でございます。 

 以上で生産緑地地区の一部変更にかかわる都市計画案の説明を終わらさせてい

ただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第４号１番から１１ばんの説明が終わりました。ご質問等ある方

は挙手にてお願いしたいと思います。 

 堀切委員。 

  

堀切委員 （挙手により質問） 

 生産緑地の指定の状況、変更区面積ですけれども、これヘクタールと面積でこ

れだけ違うの。 

 四捨五入しても、こんなになりっこないよね。だって、同じ数字が並んでなく

ちゃおかしいじゃないですか。１００分の１とか１，０００分の１になるだけじ

ゃなくて。 

  

矢野みどり公

園課参事 

 各地区ごとの面積で、ｈａ換算したものを足し算していくと、どうしても端数

分がちょっとイコールという扱いでなくなってきてしまうというところで、ちょ

っとずれが生じてきてしまうということでございます。 

 本当の生の数字で足すと、こちらの平方メートル表示でございますこの土地に

なるのですが、１個ずつのｈａ換算の土地で積み上げますと、このような結果、

誤差が生じてしまうということでございます。 

  

議長  よろしいですか。 

  

堀切委員  わかりました。 

 おかしいと思います。説明、注釈つけておかないと。これだけ違うとね。 

  

議長  合計の仕方が違うということ。 

 浅香委員。 

  

浅香推進員 （挙手により質問） 

 これ生産緑地３０年で追加申請ということで、１回これ受けられた後、最初に

生産緑地やってから３０年ということは、これから３０年生産緑地として、予定
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で解除になるのは３０年間最初にやった人が解除して、それからペースとすれば

１０年単位で、それはじゃまた一緒ということで。 

 じゃ、受け入れでは３０年は生産緑地として、その名義人がちょっと病気とか、

そういうふうになったら解除になるけれども、一応は３０年ということ、同じな

んですか。それは同じ。 

  

矢野みどり公

園課参事 

 今お話しございますとおり、基本は３０年間の営農というのが条件についてま

いりますので、平成換算でいえば、今回平成３０年に追加指定した土地は、平成

換算で６０年、平成６０年まで農地として営農していただくということが基本条

件となります。 

 今までございますように、途中で主たる従事者の方がお亡くなりになられたり、

農業活動ができないような故障が起きた場合においては、解除ということもござ

いますが、基本これから３０年ということで条件がつけられております。 

  

浅香推進員  わかりました。最初の指定と一緒ということですね。 

  

議長  恩田委員。 

  

恩田推進員 （挙手により質問） 

 ちょっとお聞きしたいのですけれども、既存緑地と一団化というような、例え

ばここでいう２０１２－１８番も６年、返還していますけれども、あと最初に言

っていたやつは、あと２４年ですよね。それで今回のやつは面積少なくても３０

年ということで理解してよろしいのでしょうか。 

  

矢野みどり公

園課参事 

 はい、今回追加した分については３０年ということで、確かにずれの生じてし

まうのではないかと思います。 

  

恩田推進員  あと、面積が小さいでしょう。それでもオーケーということで。 

  

矢野みどり公

園課参事 

 はい。 

 

  

恩田推進員  わかりました。 

  

議長  そのほかございますか。 

 篠田義昭委員。 

  

篠田義昭委員 （挙手により質問） 

 参考までにちょっとお聞きしますけれども、生産緑地３０年営農ということで、

例えばこの申請者の年齢とか、そういう制限というのはあるのでしょうか、ない
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のでしょうか、お願いいたします。 

  

議長  事務局。 

  

事務局  生産緑地法上は、特に条件として年齢であったり、あるいは健康状態であった

りとか、そういったものについては一切法律上も明記はされていないんです。で

すので、年齢という部分につきましては、例えばご家族の方の後継者の方にその

まま引き継がれるというような、以上が従事という部分、引き継がれる可能性も

ございますし、今ですと第三者に耕作をお願いしちゃうという、そういった形で

の生産緑地としての存続も認められておりますので、一概に年齢をということは

条件に付しておりません。 

 ただ、説明会等でもやはり健康状態、あるいは年齢的なものを踏まえて、ご家

族の方ともよく相談して、あくまでも３０年営農していただけるという前提で、

今回申請してくださいということでのお願いはしてございます。 

  

議長  そのほかございますか。 

 榎本委員。 

  

榎本委員 （挙手により質問） 

 ちょっとお伺いしたいのですけれども、これ何年ごろが３０年の切りかえにな

るでしょうか。最初に受け付けてから。 

  

矢野みどり公

園課参事 

 当初指定、当初の指定が平成４年に当初指定しておりますので、その方たちに

とっては、今度の平成３４年が１つの区切りでしょうか。平成３４年がまず一番

最初に受けたところです。 

  

榎本委員  それから、３００反という面積なんですけれども、この面積は市街化区域の割

合に対して何パーセントぐらいになりますか。４割。 

 概算でいいんですが。 

  

議長  事務局で。 

  

事務局  三郷の面積がちょっと正確にあれなんですけれども、三郷、調整区域も含めて

約４００ｈａぐらいあって、市街化区域はたしか６６ぐらいだったと思います。

そのうち半分が生産緑地というような状況に、今の三郷の状況はそうなっており

ます。 

  

議長  そのほかございますか。 

 じゃ、私から１点よろしいですか。 
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議長  先ほど年齢的な問題がありましたけれども、最終的に土地の所有者が申請する

ことを確認した上でやっていることですか。その土地の所有者に関係なく、家族

が勝手に出すということ、いろいろと問題があるので、所有者本人に。 

  

矢野みどり公

園課参事 

 所有者本人名での同意書、申請書も申請の際には添付をいただいておりますの

で、同意は確認しております。 

  

議長  その辺はひとつ信用するしかないですね。要は本人の意思確認が必要になって

きますので、こういった生産緑地も本人の同意が、確認がないというと問題があ

るかなと思って、ちょっとお聞きしました。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  それでは以上で質疑を打ち切ります。 

 それでは、みどり公園課の職員の皆さん、ありがとうございました。 

 ここで退席となります。 

  

 【みどり公園課退席】 

  

議長  それでは、続きまして順番に地区担当委員より現況の地目も含め、現地調査の

報告をお願いいたします。 

 委員の皆様におかれましては、議案書に添付されております議案第４号関係資

料をごらんいただきながら説明を聞きたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、まず１番の大久保委員から説明お願いいたします。 

  

大久保委員  それでは、ただいまから議案第４号１番の説明をいたします。 

 生産緑地地区第２０１８－１号については、９月２２日に現地調査をした結果、

サツマイモ、黒豆、大豆、ネギ、サントウサイ、白菜、キャベツ、ブルーベリー

が２５本など作付されて、農地として適正に管理されていることを確認しました。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 続きまして、２番について島根委員よろしくお願いします。 

  

島根委員  それでは、ただいまから議案第４号２番の説明をいたします。 

 生産緑地地区第２０１８－２号については、９月２０日に現地調査をした結果、

農地として適正に管理されていることを確認いたしました。 

 以上です。 
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議長  ありがとうございます。 

 続きまして、３番、４番、５番につきまして篠田義昭委員お願いいたします。 

  

篠田義昭委員  それでは、ただいまから議案第４号３番の説明をいたします。 

 生産緑地地区第２０１２－１８号については、９月１９日に現地調査をした結

果、ナス、オクラ、ブロッコリーが作付され、農地として適正に管理されている

ことを確認しました。 

 以上です。 

 続きまして、議案第４号４番の説明をいたします。 

 生産緑地地区第２０１８－３号については、９月１９日に現地調査をした結果、

コマツナ、ナスが作付され、農地として適正に管理されていることを確認しまし

た。 

 以上です。 

 続きまして、議案第４号５番の説明をいたします。 

 生産緑地地区第２０１８－４号については、９月１９日に現地調査をした結果、

ネギ、サツマイモが作付され、農地として適正に管理されていることを確認いた

しました。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 続きまして、６番につきまして内田委員よろしくお願いします。 

  

内田委員  それでは、ただいまから議案第４号６番の説明をいたします。 

 生産緑地地区第２０１２－２１号につきましては、９月２３日に現地調査をし

た結果、桑原のコマツナを作付しておりました。収穫が終わり、きれいに耕作さ

れており、農地として適正に管理されていることを確認しました。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 続きまして、７番、８番につきまして鶴岡委員よろしくお願いします。 

  

鶴岡委員  それでは、ただいまから議案第４号７番、８番の説明をいたします。 

 生産緑地地区第２０１８－５号については、９月１９日に現地調査をした結果、

コマツナを作付しており、農地として適正に管理されていることを確認いたしま

した。 

 生産緑地地区第２０１８－６号については、９月１９日に現地調査をした結果、

カボチャを植えられており、農地として適正に管理されていること確認いたしま

した。 

 以上です。 
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議長  ありがとうございます。 

 それでは、９番、１０番、１１番につきましては、廃止のために現地調査の報

告はございません。 

 以上で各担当委員の調査結果が終わりました。 

 これより質疑に入りたいと思います。質問等があれば、番号を申して質問をお

願いしたいと思います。 

  

 【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。 

 議案順に採決をさせていただきます。 

 まず、議案第４号１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。原案に同意をいたします。 

  

 １番 （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４号２番について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。原案に同意をいたします。 

  

 ２番 （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４号３番に賛成の方、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。原案に同意をいたします。 

  

 ３番 （全員賛成） 
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議長  続きまして、議案第４号４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。原案に同意をいたします。 

  

 ４番 （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４号５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。原案に同意をいたします。 

  

 ５番 （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４号６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。原案に同意をいたします。 

  

 ６番 （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４号７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。原案に同意をいたします。 

  

 ７番 （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４号８番に賛成の方の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。原案に同意をいたします。 

  

 ８番 （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４号９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。原案に同意をいたします。 

  

 ９番 （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４号１０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。原案に同意をいたします。 

  

 １０番 （全員賛成） 

  

議長  最後になりますが、議案第４号１１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。原案に同意をいたします。 

  

 １１番 （全員賛成） 

  

議長  それでは、以上で、議案につきましては以上とさせていただきます。 

 ここで暫時休憩といたします。 

 開会時間３時３０分。 

  

 【２０分暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開をいたします。 
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議長  続きまして、６番その他ということで、まず順番に次第に沿っていきたいと思

います。 

 まず、（１）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、挙

手にてお願いしたいと思います。 

 大久保委員。 

  

大久保委員  みさと緑のカーテン運営協議会 ９月１１日 

  

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します。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  それでは、その他ということで、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、事務局からの連絡事項、まず名川補佐のほうからお願いします。 

  

名川局長補佐  それでは、事務局からの連絡事項について説明いたします。 

①四市町農政研究会合同研修会 １１月２日（金） 

 ②農地の利用状況調査の実施 

 ③地方公務員の地位利用による選挙運動の禁止 

  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。 

 地方公務員の地位利用による選挙運動の禁止でございますが、１０月２１日が

市長選ございます。また、来年４月になりますと県議会、来年７月、８月ごろが

埼玉県知事、参議院がありますので、この２年間におきましては選挙が多くなっ

ております。ご注意をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、続きまして、農業振興課からの連絡事項につきましてお願いします。 

 名川補佐から。 

  

名川局長補佐  農業振興課からの連絡事項でございます。３点でございます。 

 ①活き活き農業体験講座、９月下旬 吉田農園 中村農園 

 ②農家への行政情報資料の配布 産業フェスタ２０１８、農業振興課情報など 

 ③菊花展 １０月３０日から１１月８日 １階市民ギャラリー 

 以上でございます。 
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議長  ありがとうございました。 

 最後になりますが、１点だけ残っております。 

 三郷市農業委員会が農業祭に参加するに当たり、担当割り振り表というのがあ

ろうかと思います。 

 （以降、担当の割り当て決め） 

  

議長  それでは、以上で本日の総会の議題、全て終了とさせていただきます。どうも

ありがとうございました。 

 それでは、閉会に当たり戸邉代理に閉会の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、農地法４条で１件が許可相当、農

地法５条で３件が許可相当、生産緑地地区の一部変更する都市計画案についてが

承認されました。審議の内容を確認するとともに、円滑な運営にご協力いただき

ましてありがとうございました。 

 以上を持ちましてご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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