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平成３０年第１２回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成３０年１２月２５日（火） 午後１時３０分から 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（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 農業委員会等に関する法律第２６条第３項による職員の任免について 

     報告第 ２号 農地改良について 

     報告第 ３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 ４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 ５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 ６号 ２ａ未満の農業用施設に係る届出について 

     報告第 ７号 農地法第３条第１項の規定による届出について 

     報告第 ８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 ９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１０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 
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     議案第 ３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

     議案第 ４号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について 

  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 

 

６．農業委員会事務局職員（会議書記） 

   事務局長 石井 富貴和 

   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１２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。 

 １１番 内田和夫委員、１３番 篠田義昭委員 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。 

 それでは、議案第１号１番ですが、２番と関連がありますので、一括して事務
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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「笹塚字屋敷廻○○番」、地目「田」、地積「○

○平米」、理由「家庭内贈与」、経営面積「○○平米」。 

 同じく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「上口字皿沼○○番」、地目「田」、地

積「○○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号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。 

 この案件は大久保委員の担当でございます。大久保委員に内容説明お願いいた

します。 

  

大久保委員  それでは、ただいまから議案第１号１番、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

らの説明どおりでございますので、省略させていただきます。 

 現地ですが、まず１番について説明をいたします。 

 （以降申請地、作付計画、申請人、従事日数、経営状況、農機具保有状況を説

明）  

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、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。 

 内田委員、お願いします。 

  

内田委員 （挙手により質問） 

 すみません、２番の○○さんの農業従事日数は何日ですか。 

  

大久保委員  ９０日でございます。 

  

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。 
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 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。 

  

 １番 家庭内贈与  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第１号２番の採決をいたします。 

 それでは、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。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の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。 

  

議長  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５番、６番につきまし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。 

  

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「使用貸借」、土地の表示「彦糸２丁目○○番」、地目「田」、地積「○

○平米分の○○平米」、施設概要「地質調査（一時転用）」。 

 申請地の農地区分は農用地区域外にある農地であり、良好な営農条件を備える

農地として、その規模がおおむね１０ｈａ以上あるため、第１種農地であると判

断されます。 
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 なお、第１種農地は原則不許可となりますが、本施設の案件につきましては、

農地法施行令第４条第１項第１号イ、申請に係る農地を仮設工作物の設置その他

の一時的な利用に供するために行うものであって、当該利用の目的を達成する上

で、当該農地を供することが必要であると認められるものであることに該当する

ため、不許可の例外に該当すると判断されます。 

 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。中村委員に説明お願いいたします。 

  

中村委員  ただいまから１番の内容説明へ入らせていただきます。 

 申請地、申請人に至り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、現地にいたしましてもビデオのとおりでございます。 

 （以降、申請人について説明）  

別紙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)  

 営業所から現地まで約７３ｋｍ、約９０分。それから、作業スペース、作業状

況でございますが、作業駐車場スペースが約１５平米、試作使用範囲ですか、２

５平米。期間でございますが、一応３月２０日までとなっております。１月２０

日から始まりまして３月２０日に現地に回復してということでございます。 

被害防除でございますが、西側、東側、なしでございます。北側、出入り口は

鉄板敷き、あと作業スペース上はブルーシートでございます。誓約書はあります。 

（資金計画について説明） 

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。 

 内田委員。 

  

内田委員 （挙手により質問） 

 確認ですみません。 

 この一時転用は、機械の置き場所ですよね。 

  

中村委員  はい。 

  

議長  そのほかございますか。 

  

 【挙手なし】 
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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 地質調査（一時転用）  （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説明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「売買」、土地の表示「栄４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。 

 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２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、先ほどの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。 

 (以降、申請人、利用計画、について説明) 

 なお、南側の水路に関しましては、水路占用許可を申請済みということになっ

ております。 

 ここで理由書が提出されていますので、読み上げさせていただきます。 

 （理由書朗読）  

 続きまして、被害防除の関係ですが、南側が出入り口になっております。北側

は、新設Ｌ型擁壁、東側と西側は新設ブロック３段積みから５段積み、雨水は雨

水浸透ます処理をし、オーバーフロー分を北側水路に放流、汚水は合併処理浄化

槽７人分で、処理後北側水路に放流。 

 以上が被害防除になります。 
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 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） 

 また、申請人の６親等内親族が市街化調整区域に２０年以上在住しております。 

 以上で説明終わります。よろしくご審議のほどお願いします。 

  

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。 

 堀切委員。 

  

堀切委員 （挙手により質問） 

 事務局になんですけれども、調整区域の住宅は何平米以上で許可になって、最

大とかはないんですか。 

  

議長  補佐からお願いします。 

  

名川局長補佐  農地転用上は何平米以下というのはありません。開発の基準で、新たな基準で

開発するときには、最低敷地面積３００平米というのが基本的にはあります。農

地法上の場合だと、一般住宅は５００平米までというのが基本的にはあります。

ただし５００平米でも必要な範囲内でという形になります。 

 以上です。 

  

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 住宅用地  （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、３名いらっしゃいます。持ち分２分の１、住所・氏

名「○○・○○」、持ち分４分の１、住所・氏名「○○・○○」、持ち分４分の

１、住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、権利の種類

「売買」、土地の表示「駒形字屋敷廻○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、

施設概要「店舗兼住宅用地」。 

 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。 

 この案件は大久保委員の担当であります。大久保委員に内容説明お願いいたし

ます。 

  

大久保委員  それでは、議案第２号３番について説明させていただきます。 

 譲渡人、譲受人、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いたします。現地について

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。 

 (申請人について説明) 

 ここで理由書が提出されておりますので、代読させていただきます。 

 （理由書朗読）  

利用計画として、木造２階建て、建築面積○○平米、延べ床面積○○平米、駐

車スペース７台分。 

 続いて、被害防除ですが、東側、西側は特になし、南側、新設擁壁、北側、既

存既設土留擁壁です。汚水は合併処理浄化槽４０人槽で、処理後西側既設排水管

へ、雨水は雨水浸透ますからオーバーフロー分を西側既設排水管へ接続。 

 その他、参考資料としまして、契約書あります。 

 （資金計画について説明） 

 都市計画法第３４条第１２号、許可同時申請、開発許可要件、公共事業の収用

によって移転、法律により土地を収用することができる事業の施行に伴い、自己

の所有する建築物の移転、または除却をする者が、当該建築物と同一の用途の建

築物を建築する目的で行う開発行為。 

 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、お願いします。 

  

矢野委員 （挙手により質問） 
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 先ほど住宅ですと５００平米までということでしたけれども、申請面積につい

て、これ店舗兼だからオーケーなのか。また、収用の関係でオーケーなのか、ち

ょっとその辺も教えてください。 

  

議長  事務局お願いします。 

  

名川局長補佐  今回の案件につきましては、店舗と住宅、もともと２軒あったところを１軒に

まとめまして、店舗兼住宅ということで５００平米以上で認められるものと考え

ております。 

 土地収用に関しましては、農地法では土地収用されたからといって、先ほどの

住宅が農地転用上で今まで何平米だったから何平米分までオーケーですよとい

う、そのような基準等はございません。  

 以上です。 

  

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） 

 旧店舗名を教えてください。今の店舗名。 

  

大久保委員  今は○○と言います。 

  

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 店舗兼住宅用地  （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。 
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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「半田字三尺外○○番」、地目「畑」、

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。 

 この案件は戸邉代理の担当でございます。戸邉代理に内容説明お願いいたしま

す。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 それでは、ただいまから議案第２号４番について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、事務局の説明ど

おりでございます。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、申請人について説明） 

 利用計画といたしましては、木造２階建て、建築面積が○○平米、延べ床面積

が○○平米、物干しスペースと駐車場スペースでございます。 

 ここで理由書を読ませていただきます。 

 （理由書朗読） 

 隣地の同意はございます。 

 被害防除といたしましては、南側、西側、北側、新設のコンクリートブロック

２段積みでございます。東側は既設の土留と出入り口というような形になります。

雨水は雨水浸透ますで処理し、オーバーフロー分を南側水路に放流。汚水は合併

浄化槽５人槽で処理後南側水路に放流ということでございます。 

 誓約書は出ています。 

 （資金計画について説明） 

 開発基準といたしまして、都市計画法第３４条１２号。申請人の６親等以内の

親族であります○○さんが、市街化調整区域、２０年以上在住でございます。 

 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。 
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 議案第２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 住宅用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第２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２号５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「半田字七反田○○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「資材置場兼駐車場用地（敷地拡張）」。 

 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。戸邉代理に内容説明お願いいたしま

す。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 それでは、議案第２号５番についての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） 

 現在使用している資材置場、また会社の状況でございますが、２０ａほどの土

地がございます。その隣側が現地でございまして、許可後は一体利用というよう

な形になります。 

 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）  

 利用計画といたしましては、従業員及び社用車駐車場の駐車スペースが１５台、

作業スペース兼回転所、くい打ちポンプ、さまざまな大きさがあるようですが全

部で６３台ございます。 

 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、東側、南側、新設ＲＣ土留、ネットフェン
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ス高さ１ｍということでございます。西側は既存地との擁壁を撤去という形で一

体化させるということで聞いております。 

 その他といたしましては、誓約書がございます。 

 （資金計画について説明） 

 以上で説明を終わります。皆様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２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。 

  

 ５番 資材置場兼駐車場用地（敷地拡張）  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第２号６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「彦音２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、こちらの申請地は南側が市街化区域となっ

ております。 

 申請地の農地区分につきましては、市街地化の傾向が著しい区域内にある農地

であり、下水道・ガス管が埋設されている幅員４ｍ以上の道路の沿道に隣接する

農地であり、おおむね５００ｍ以内に２つの教育施設、医療施設その他の公共施

設があるため、第３種農地であると判断されます。 

 なお、おおむね５００ｍ以内の施設につきましては、○○と○○が該当すると

考えられます。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 
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 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。 

  

中村委員  では、第２号６番の説明に入らせていただきます。 

 申請人、住所にいたしましては、ただいまの事務局の説明どおりでございます。

また、現地にいたしましても先ほどの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を説明） 

 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） 

 営業所から現地にいたしましては約９００ｍ、約５分でございます。 

 利用計画でございますが、建築廃残土及び建築足場パイプです。 

 その他、隣地の同意は得ております。 

 被害防除でございますが、北側、新設ＲＣ擁壁プラスフェンス２ｍ、西側、新

設ＲＣブロック擁壁フェンス、２ｍ、東側は既存ブロック土どめ上部フェンス。

南側は新設擁壁フェンス、高さ２ｍ。出入り口といたしましては６ｍの５ｍの舗

装でございます。入り口に関しましてはチェーン。敷地内は砂利敷きでございま

す。誓約書あり。 

 (資金計画について説明) 

 私のほうからは以上でございます。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６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） 

 今回の申請が許可後になった場合は、現在の資材置場というのは移転なのか、

それとも継続なのかをお願いします。 

  

中村委員  現在使っております資材置場は、そのまま使うそうでございます。 

  

議長  そのほかございますか。 

 内田委員、お願いします。 

  

内田委員 （挙手により質問） 

 置場に残土を置くということで説明受けましたけれども、残土はどのくらいの

立米数予定しているのでしょうか。 

  

議長  それでは、中村委員、わかりますか。 
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中村委員  建築残土ですが約６００立米を予定しています。それから、砕石置場として、

１８０立米、あと残りは足場パイプ約７０本でございます。 

  

議長  ちなみに高さは２ｍ以内というふうになっています。 

 そのほかございますか。 

 矢野委員、お願いします。 

  

矢野委員 （挙手により質問） 

 先ほど隣地の同意といいましたけれども、道の反対側の同意は要らないですか。

道の反対側が市街化区域ということですのでどうなのかな。その辺が理解得られ

るのかなというのが、ちょっと疑問なんですけれども。同意があるかどうかなん

ですけれども。 

  

議長  すみません、事務局から。 

  

名川局長補佐  現況ですけれども、南側が道路を挟んで市街化区域という形で、そこに下水道

等の管が入っているような道になっております。 

 許可の申請地の同意書をもらっているのは、西側の田んぼの方から同意書はい

ただいております。北側に関しましては水路及び道路を介在しておりますので、

そちらに関して、同意書はいただいておりません。 

 通常、同意書は隣地が農地の場合いただいておるところで、今回は西側からだけ

いただいています。なお、あとこの申請地の東側には、違う会社ですけれども資材

置場がある状況でございます。 

  

議長  矢野委員、よろしいでしょうか。 

  

矢野委員  道の南側の人の同意は要らないということですね。 

  

名川局長補佐  転用に関しては、同意は隣地が農地の場合にいただいているものです。 

  

堀切委員 （挙手により質問） 

 これ被害防除ネットフェンスですけれども、一応６００立米覆った場合、みん

なビニールシートで覆うということでよろしいんでしょうか。 

 普通は鋼板塀ですが。風が吹き通ると相当砂利と砂じゃ舞うんじゃないでしょ

うか。 

  

議長  今、事務局から説明いたしますので。 

  

名川局長補佐  今回の案件に関しては、当初からフェンスでやるという申請が上がってきてい
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ます。今、堀切委員にご指摘いただきました風で飛んでしまうというところは、

今回農業委員会のほうから指摘はさせてもらっていないところであります。土砂

も堆積するということで、市のクリーンライフ課に土砂の堆積の届出が必要にな

ってくる案件となっております。 

 クリーンライフ課からの、堆積の届出の申請が必要です。ということと、土砂や

残土が流出しないよう注意してください。また、そのときには掃除のほうをお願い

します。という説明はしていますけれども、風等で飛んだというところのところは、

現段階では指導等はしていません。 

  

堀切委員  ネットフェンスだと風通りますよね。 

  

議長  岡庭早苗委員。 

  

岡庭早苗委員 （挙手により質問） 

 内容調査会では一時置場と言っていましたよね。そこからまた積みかえて、吉

川のほうに運ぶような、常にそこにとどめちゃうということでなくて、たびたび

の利用で、そこに積んでいるとは限らない。作業で出たものを一時置いて、そこ

からまた、そこにどんどん積んでいっちゃうんじゃなくて、そこから吉川のほう

に、もとのほうにもう１回運んじゃう。 

  

議長  事務局。 

  

名川局長補佐  今のお話を受けまして、クリーンライフ課には、実際土砂の堆積の届出をする

ときに、そういうお話もさせていただいて、どちらのほうがいいのかというのは、

クリーンライフ課と相談して、協議させていただきたいと思います。 

  

議長  よろしいですか。 

 あと、もう１点、矢野委員の先ほどの質問で補足させていただきますと、隣地

に農地がある場合は、今回も出入り口に照明つけていただくことになっておりま

す。そうした場合には農地に、隣地もそうですけれども、道路の反対側に農地が

あった場合には、そちらに向けないようにという指導はしておりますので、そう

いったことでご理解をお願いしたいと思います。 

  

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２号６番に賛成の方の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

て県知事へ送付をいたします。 

  

 ６番 資材置場用地  （全員賛成） 

  

議長  ここで暫時休憩といたします。 

 再開時間は３時ちょうどでお願いいたします。 

  

 【 20 分暫時休憩】 

  

議長  再開をいたします。 

  

議長  続きまして、議案第３号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」

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朗読をお願いいたします。 

  

名川局長補佐  議案第３号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」、１番、被相

続人住所・氏名「○○・○○」、相続人住所・氏名「○○・○○」、土地の表示

「鷹野１丁目○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地

目「田」、地積「○○平米」、「鷹野３丁目○○番」、地目「畑」、地積「○○

平米分の○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米分の○○

平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、

地目「畑」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平

米」、計７筆の○○平米、経営面積につきましては○○平米、相続開始年月日「平

成〇〇年○○月○○日」 

 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。私から内容説明をさせていただきま

す。 

  

議長  それでは、議案第３号１番の説明をさせていただきます。 

 今回は相続税の納税猶予に関する適格者証明でございまして、相続人、生まれ

が〇〇年、亡くなった被相続人の○○でございます。現在、農作業に従事してお

りまして、年間従事日数が○○日となっております。 

 今回出されております地番につきましては、現況全て畑できちんと耕作をされ
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ております。機械の保有状況でございますが、モーター１台、耕運機１台、農業

用自動車１台、トラクター１台でございます。 

 現況は、相続人とその子どもさん、また、そのさらに子、孫と一緒に農作業を

行っております。子どもの○○さんは現在退職されて、専業で当たっており、年

間○○日でございまして、孫の○○さんは年間○○日でございます。 特に問題

はないかと思います。慎重なるご審議、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  鶴岡委員、お願いします。 

  

鶴岡委員 （挙手により質問） 

 耕作されている作物は何でしょうか。 

  

議長  適宜に管理されているということで、作物はつくっておりません。絶えずトラク

ターで耕うんされている。きれいに管理されています。 

  

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。 

  

 １番 （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明

願について」を上程いたします。 

 それでは、議案第４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４号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」、

１番、申し出人住所・氏名「○○・○○」、死亡・故障の生じた者住所・氏名「○
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○・○○」、土地の表示「鷹野５丁目○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、

同じく「○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、計２筆の○○平米、主たる

従事者であったことの証明を受けたい期日「平成３０年○○月○○日」。 

 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４号１番についてご説明申し上げます。 

 申し出人○○さん、７９歳、住所○○です。 

  

 農業従事日数○○日、奥さん７２歳、従事日数○○日、２人で耕作をしており

ます。 

 今回の土地、○○番、畑、○○平米、ここにはダイコン、ネギ、ホウレンソウ、

それと少しですが柿とユズを生産しております。次の○○番につきましては、キ

ャベツ、ハクサイ、コマツナを生産しております。 

 機械の保有状況ですが、モーター１台、もみすり機１台、耕運機２台、トラク

ター１台、農業用自動車１台となっております。 

 本人から理由書が出ておりますので、読み上げたいと思います。 

 （理由書朗読）  

なお、これが許可になりましたら、申し出人は、農業従事日数を変更し、奥さ

ん中心で農業をするということとなります。 

 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４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） 

 事務局に質問なんですけれども、生産緑地、ほかにもあるという話ですけれど

も、主たる従事者で、パーツというか１個ずつ生産緑地を変えるということはで

きるんですか。 

  

議長  では、事務局からお願いします。 

  

名川局長補佐  同一人物の理由で、原因で生産緑地の解除は１回のみとなります。 

 今回は申請人が従事できないということで、今回一部解除されますので、今後

この申請人を原因とした生産緑地解除はできないという形になっております。窓
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口のほうに来られましたときにも、こちらのほうは説明させていただいておりま

す。 

 残ったところは、今後は奥さんがやっていくとのお話であります。 

  

議長  内田委員。 

  

内田委員  経営面積を申し上げます。 

 経営面積が○○平米です。そのうち田んぼが○○平米、畑が○○平米となりま

す。 

  

堀切委員  生産緑地ですか、みんな。 

  

内田委員  田んぼは違います。畑が生産緑地。 

  

  

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。よって、承認をいたします。 

  

 １番 （全員賛成） 

  

議長  引き続き、その他に移らせていただきます。 

 ６番、その他。 

 それでは、（１）審議会、協議会の報告につきまして、もしございましたらお

願いいたします。 

 大久保委員。 

  

大久保委員  （三郷市都市計画審議会１２月２１日） 

  

議長  ありがとうございます。 

 審議会、協議会でございましたら、挙手にてお願いしたいと思います。 
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 【挙手なし】 

  

議長  （ＪＡさいかつ管内農作業受委託料金協議会１２月６日 ＪＡさいかつ北部経

済センター） 

  

議長  続きまして、事務局からの連絡事項につきまして、補佐のほうからお願いいた

します。 

  

名川局長補佐 ①農業委員会活動記録セットについて 

②農地利用の最適化に推進１・１・１運動について  

 ③農業委員等の綱紀粛正について 

 ④埼葛地方協議会研修会について   

 ⑤新年会について  

  

議長  ありがとうございました。  

  

議長  以上をもちまして、平成３０年１２月の総会を閉会といたします。 

 閉会に当たりまして、戸邉代理から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る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、５条で６件が許可相当、相続税の

納税猶予の証明願で１件が承認、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての

証明願が１件、承認されました。審議内容を確認するとともに、円滑な総会運営

にご協力いただきましてありがとうございました。 

 以上をもちましてご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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