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平成３１年第２回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成３１年２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 農地法第６条第１項の規定のよる報告について 

           （農地所有適格法人の要件確認） 

     報告第７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 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 
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     議案第５号 生産緑地の取得のあっせんについて 

  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３１年２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  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。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。 

 ２番 加藤みつ子委員、３番 島根至代委員、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、２番につきましては関連がありますので、一括して審議をさ

せていただきます。 
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 それでは、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「売買」、土地の表示「彦成２丁目○○番」、地目「田」、地積「○

○平米」、理由「農業経営拡大」、経営面積「○○平米」。 

 続きまして、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「彦成２丁目○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、理由「農業経営拡大」、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お願いします。 

  

堀切委員  それでは、ただいまから議案第１号１番、２番の説明を行います。 

 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。 

 (以降、申請地、申請人の経営状況、従事日数、農機具の保有状況について説明) 

 作付物は水稲、小松菜にホウレンソウということです。 

 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。 

  

 【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。 

  

 １番 売買  （全員賛成） 
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議長  続きまして、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。よって、承認をいたします。 

  

 ２番 売買  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第１号３番、４番につきましては関連がございますので、一

括して審議をいたします。 

 それでは、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」、理由「農業経営拡大」、経営面積「○○平米」。 

 続きまして、議案第１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「半田字六反田○○番」、

地目「田」、地積「○○平米」、理由「農業経営拡大」、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。 

 この案件は戸邉代理の担当でございます。戸邉代理、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１号３番、４番について説明させていただきま

す。 

 譲渡人、権利の種類、土地の表示、理由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。 

 （以降、申請人、申請地、経営状況、従事日数、農機具保有状況について説明）  

 以上です。皆様の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３番、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。 

 矢野委員。 
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矢野委員 （挙手により質問） 

 ちょっと聞き漏らしたかもしれないですけれども、この新たに買い入れた土地

の利用方法ですね。 

  

戸邉 

会長職務代理 
 現地は田んぼとして利用するということです。 

  

矢野委員 （挙手により質問） 

 その場合、自作するのか、誰かに任せるか。 

  

戸邉 

会長職務代理 
 多分任せる形になると思います。 

  

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。よって、承認いたします。 

  

 ３番 売買  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第１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。よって、承認をいたします。 

  

 ４番 売買  （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。 
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 【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  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３号１番につきまして内容調査会をとり行っております。 

 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４丁目○○番」、地

目「田」、地積「○○平米」、施設概要「店舗用地」。 

 なお、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。 

 この案件は鶴岡委員の担当でございます。鶴岡委員に内容説明お願いいたしま

す。 

  

鶴岡委員  それでは、ただいまより議案第２号１番についてご説明申し上げます。 

 申請人の住所、氏名、土地の表示、施設概要につきましては、先ほどの事務局

で説明したと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、申請地について説明） 

申請地の利用計画は、雑種地の申請地の隣にあわせて店舗を１棟、木造平屋建て、

建築面積○○平米、延べ床面積○○平米です。 

 隣地の同意は必要ありません。 

 被害防除として、北側、既設コンクリートブロック、東側、既設コンクリート

ブロック、西側、南側は特にありません。雨水は雨水浸透ます、南側側溝へ放流

し、汚水は南側下水道本管に接続します。 

 理由書がありますので、読み上げさせていただきます。 

 (理由書朗読) 

 ちなみに、お孫さんが新規就農して手伝っており、飲食店の経験もあり、イチ

ゴを中心に利用してお店を経営するとのことです。 

 （資金計画について説明） 

 第２種農地であり、開発許可要件である店舗の飲食店、そのほかそれらに類す

る用途に供する部分の床面積が１５０平米以内のものであります。 

 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。 
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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） 

 どのような業務形態ですか。 

  

  

貝塚主任  土地利用計画図のほうをご提出いただいておりまして、そちらのほうを拝見し

ますと、カフェスペース、キッズコーナーを設けるということになっております

ので、どちらかというとカフェレストランのご予定でお示しいただいているとこ

ろではあります。 

    貸し切り個室、エントランス、あとトイレが３つついています。厨房、倉庫、

事務所、更衣室などあります。 

  

  

議長  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） 

 この飲食店ということで、駐車スペースというのは用意されているんでしょう

か。 

  

鶴岡委員  隣の雑種地とあわせて店舗を行うということで、そこに駐車スペースを設ける

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
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て県知事へ送付をいたします。 

  

 １番 店舗用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、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」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「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、権

利の種類「売買」、土地の表示「彦倉２丁目○○番」、地目「田」、地積「○○

平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計２筆○○平米、

施設概要「駐車場用地」。 

 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以内にインターチェンジの出入り口があるため、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１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、権利の種類、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）   

申請理由について、理由書が届いていますので、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は２．５ｋｍ、１０分だそうです。 

 利用計画ですけれども、従業員車駐車場８台、会社車駐車場８台です。 

 隣地の同意はあります。 

 被害防除ですが、北側、新設Ｈ鋼プラス板柵土留、アイドリングストップ看板、

西側、新設コンクリートブロック、東側、新設Ｈ鋼プラス板柵土留、南側、新設

Ｈ鋼板柵土留です。出入り口は５ｍ掛ける５．４ｍのアスファルト舗装、停止線。

入り口にはチェーン設置、会社看板ということです。敷地内は砂利です。 

 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。 
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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） 

 今、聞き逃したのかもしれませんけれども、南北の壁ですね、高さは何メート

ルぐらいなんでしょうか。 

  

堀切委員  囲わないほうで、駐車場なので、普通のブロック、板柵土留で、隣の畑のとこ

ろはブロックを積むということです。高さはそんなに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３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４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「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

「中央３丁目○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、経営面積「○○平米」、

相続開始年月日「平成○○年○○月○○日」。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 この案件は矢野良委員の担当でございます。矢野委員より内容説明お願いいた



10 

します。 

  

矢野委員  それでは、議案第４号１番の説明をさせていただきます。 

 （以降、相続人、申請地、経営状況、従事日数、農機具保有状況について説明） 

 現地を見てきましたけれども、畑の半分ほどの面積に鉄骨ハウスが建てられて

おりまして、露地部分には白菜、大根が、あと、ハウスの中には春菊が作付され

ておりまして、適正に管理されておりました。 

 本人から、これからどうするのということで聞きましたところ、トマト、キュ

ウリ、ナス、春菊、小松菜、ホウレンソウ、白菜、大根といった一般的な野菜を

作付していきたいということでございます。 

 また、この土地は生産緑地の指定を受けております。 

 とれた野菜につきましては、自家消費と、一部庭先販売もしているそうです。 

 何ら問題ないかと思いますが、ご審議よろしくお願いします。 

 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。 

  

 【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、全員賛成であります。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５号「生産緑地の取得のあっせんについて」を上程いたし

ます。 

 それでは、議案第５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５号「生産緑地の取得のあっせんについて」、１番、三郷第２０１２－

２５号生産緑地地区における取得のあっせん依頼について。 

 (生産緑地の取得のあっせんの概要及び方法について説明) 
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議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第５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５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。 

  

 １番 （全員賛成） 

  

議長  ここで暫時休憩といたします。 

 ２時３０分開会でお願いします。 

  

 【 15 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、６番、その他に移らせていただきます。 

 まず、審議会、協議会の報告につきましてですが、審議会、協議会でありまし

たらお願いいたします。 

 大久保委員。 

  

大久保委員  （都市計画審議会 ２月４日全員協議会室）  

  

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 ① 埼葛地方協議会農業委員会会長・事務局合同視察研修 ２月１日  

② 市町村農業委員会会長・事務局長会議 ２月５日 

③ 四市町農政研究会 ２月１３日 
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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、事務局からの連絡事項につきまして、名川補佐からお

願いします。 

  

名川局長補佐  ①三郷市農業委員会日帰り研修について 

 ②農作物の栽培高度化施設について   

  

議長  ありがとうございました。 

 続きまして、農業振興課からの連絡事項につきまして、これも名川補佐からお

願いします。 

  

名川局長補佐  農業振興課からの連絡事項は３点でございます。 

 ①三郷市農政審議会の開催ついて２月２６日第二委員会室 

 ②平成３１年度経営所得安定対策交付金に係る営農計画書の発送３月中旬 

 ③農の社会科見学ツアー３月２４日 

 あと、事務局からの連絡事項、農業者年金の加入推進報告書、まだ未提出の委

員さんにつきましてはご報告のほうをお願いいたします。 

今後も加入推進に向けてご協力のほうをお願いしたいと思います。 

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。  

  

議長  それでは、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ご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４件が承認、農地法第４条で１件、第５条で

１件が許可相当、相続税の納税猶予の証明願で１件が承認、生産緑地のあっせん

についての１件が承認されました。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。 

 以上をもって挨拶とかえさせていただきます。お疲れさまでした。 
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