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平成３１年第３回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 平成３１年３月２５日（月） 午後１時３０分から１７時００分 

 

２．開催場所 農業委員会議室 

 

３．議長 岡庭 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 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 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２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３号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

     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 生産緑地の取得のあっせん依頼の回答について 

     議案第５号 三郷市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」（案） 

           の決定について 
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  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 

   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３１年３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） 
（開催の宣言及び挨拶） 

  

議長  それでは、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。 

 ４番 鶴岡委員、５番 戸邉代理、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。 

  

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１番について、事務局に議案の朗読をお願

いいたします。 

  

事務局  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
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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「半田字六反田○○番」、地目「田」、地積「○

○平米」、「同○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計２筆「○○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。戸邉代理に内容説明をお願いします。 

  

戸邉 

会長職務代理 

 それでは、議案第１号１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、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。 

 現地については、早稲田四丁目にございます早稲田中学校の東側、半田運動公

園の方面へ向かいまして、半田運動公園の北側の道路の交差点から○○ｍほど北

に行った交差点を左に曲がりまして、○○ｍほど行った右側、北側が現地となり

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） 

 以上でございます。皆様のご審議を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。 

  

 １番 農業経営拡大  （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。 
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事務局  議案第１号２番、譲渡人、４名いらっしゃいます。住所・氏名「○○・○○」、

住所・氏名「○○・○○」、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「彦

成２丁目○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、「同○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、「同○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、「同○○番」、

地目「田」、地積「○○平米」、「同○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、

「同○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、「同○○番」、地目「田」、地

積「○○平米」、「同○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、「同○○番」、

地目「田」、地積「○○平米」の計９筆「○○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。 

 この案件は島根委員の担当でございます。島根委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

島根委員  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

の説明どおりでございますので、省略させていただきます。 

 現地でございますが、三郷団地の西側にあります県道三郷吉川線沿いにありま

すミニストップ三郷彦成店から東へ○○枚目の田が申請地です。○○耳鼻咽喉科

の前あたりです。現在田として管理されています。今後は畑に転用するとのこと

です。許可後の作物の作付計画として小松菜、枝豆を予定しているとのことです。

今回は売買、農業経営拡大ということであります。 

 （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） 

 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２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。よって、承認をいたします。 

  

 ２番 農業経営拡大  （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、３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  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、５番、６番、７番、８番、９番につきまして内容調

査を行っております。 

 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。 

  

事務局  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２丁目○○番」、地

目「畑」、地積「○○平米」、施設概要「住宅敷地通路（追認）」です。 

 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２号１番についてご説明申し上げます。 

 申請人、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すので、

省略いたします。また、現地ですが、ビデオどおりですので、これも省略いたし

ます。 

 それでは、申請人、○○さんについて少しご説明いたします。 

 氏名、○○、○○歳、今回の申請目的が住宅敷地通路（追認）ということで、

まず理由書が届いていますので、ご紹介いたします。 

 （理由書朗読） 
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  利用計画としまして、市道から宅地までの通路、全長２３ｍ、幅員４ｍ。 

 隣地の同意はあります。 

 被害防除はビデオを見てわかるように現在舗装はされていますので、特にあり

ません。 

 その他として誓約書あり。 

 資金計画は必要ありません。 

 これは都市計画法による用途指定以前（昭和４５年８月１日）から住宅敷地通

路として利用しているため、農地転用許可申請（追認）であるという参考事項を

申し上げます。 

 以上、簡単ですが、ご説明いたします。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。 

 堀切委員、お願いします。 

  

堀切委員 （挙手により質問） 

 これは通路ですけれども、既存があって、それを追認して市から許可をとって、

固定資産税とか減免とかという話ですか。 

  

内田委員  それは多分違うと思います。多分だと思うのですが、実は稲舛さん家は、先ほ

どビデオで見たとおり南側の交差点を曲がりますと、まず６０ｍ行くと畑があり

ます。これ、南は稲舛さん家の地所です。東側も畑です。西側も畑です。その真

ん中に稲舛さんの家があるわけです。ですから、道路から稲舛さんの家へ出入り

する道が必要なわけです。今回、稲舛さんの家が建て替え、家を壊して新築する

計画があるので、これは今回はっきりしておこうということで申請が出たのでは

ないかと思います。 

  

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】 
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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。原案のとおり許可相当として意見を付し

て県知事へ送付いたします。 

  

 １番 住宅敷地通路（追認）  （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、議案の朗読をお願いいたします。 

  

事務局  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「賃貸借」、土地の表示「幸房字前○○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、議案第３号１番について説明させていただきます。 

 事務局の説明と重複する部分につきましては省略させていただきます。あと現

地につきましてもビデオどおりですので省略させていただきます。 

 ただ、現地ですが、谷口のほうから三郷駅に向かいまして左側に○○屋がある

ところの角を左に曲がりますと、そこから○○ｍほど行った右側かと思います。

さらに○○ｍほど行くと幸房小学校の校門に当たります。 

 次に、譲受人の説明をいたします。 

 （以降、内容調査会で聞取りした内容について説明） 

  転用目的が資材置場用地ということですが、本日届いた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） 

 営業所から申請地までの距離及び時間は約３ｋｍ、１０分ということです。 

 利用計画としてはオークションで購入した車の保管ということです。 

 道路後退が１．５ｍということで、場内砂利敷き、出入り口に６ｍ掛ける８ｍ

のアスファルト舗装、停止線あり、それと場内が中古車の置場が１２台、あとは

廃車置場と書いてありまして１６台分ほど取ってあります。それから、車運搬用

の大型車の展開スペースが取ってあります。大型車ということですが、この大型

車というのは４ｔ車程度のものだそうです。車を運ぶ関係でどうしても大型にな
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るそうですけれども、大型というので、前の道路が狭いのでどうするかと言った

のですが、４ｔ程度のそんなに大きくない車だということです。 

 あと通学路になっておりますので、営業時間はどうなんですかと尋ねたところ、

朝は１０時ごろからで朝の通学時には重ならないようですが、帰りがどうしても

重なると思いますので、その辺はよく注意しますということでした。 

 それから、被害防除ですが、北側ブロック４段積み、フェンス高さ１．２ｍ、

西側と東側、ブロック２段積み、フェンス高さ１．２ｍ、南側出入口、６ｍ、ブ

ロック２段積み、フェンス高さ１．２ｍ、先ほど言ったかと思いますけれども、

場内砂利敷き、アイドリングストップ看板、会社看板あり、あと飛散防止にアス

ファルトが６ｍ掛ける８ｍということです。 

 その他参考事項、誓約書あり。 

 （資金計画について説明） 

 それと内容調査会のときに、番匠免２丁目、今使用している土地に貨物車の後

ろのコンテナを建物のような形で使っておりまして、それにつきましては使用で

きませんので、直ちに撤去してくださいと事務局から指導したわけですけれども、

今朝、見てきましたら、そのままの状態でした。 

 それから、図面につきましても今日差し替えてきたわけです。内容調査会のと

きには全て販売用中古車を置くという話だでしたが、図面は解体場所・廃車置場

という記載がありました。差し替えの図面には、両方ともなく、販売用中古車置

場だけという話であったわけですが、廃車置場はそのままでした。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議を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３号１番の説明が終わりました。これにつきましてご意見、ご

質問のある方は挙手をお願いいたします。 

  

戸邉 

会長職務代理 

（挙手により質問） 

 今回の申請につきましては、今日、確かに矢野委員がおっしゃったように提出

されているのですが、内容調査会のときに、車をとめるところのスペースの大き

さ、５ｍの２．５ｍとか、申請人に内容調査会で全部違うと言われたものですか

ら、何も言えなくなってしまいました。直していただきましたが、結局まだ意思

疎通がうまくとれてないという意見です。 

 以上です。 

  

議長 それでは、篠田委員。 

  

篠田義昭委員 （挙手により質問） 

 ビデオ上映時に南側が出入り口ということでしたが、たしか、南側に電柱があ

ったような気がしたのですが、その対処というのはどのようになっていますか。 
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矢野委員  すみません。言い忘れましたけれども、前面にありました電註につきましては

場内の中に移設ということ、引っ込めるということです。自分の敷地内に立て直

すということです、邪魔にならないようにということです。 

  

篠田義昭委員  わかりました。 

  

議長  そのほかございますか。 

 堀切委員。 

  

堀切委員 （挙手により質問） 

 前面道路は何メートルですか。１．５ｍ後退して、４ｍですか。 

  

矢野委員  ３．４ｍです。３．４ｍで、１．５ｍ後退という。 

  

堀切委員  わかりました。資料がそろってないということで、再申請をお願いしたらどう

でしょうか。 

  

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） 

 聞き漏らしたのかもしれませんが、今借りているところの箱みたいなものは内

容調査会で撤去すると言ったのでしょうか。 

  

矢野委員  撤去してくださいと事務局で言いまして、はい、わかりましたとはそのときは

言っていました。 

  

議長  そのほかございますか。 

 加藤委員。 

  

加藤委員 （挙手により質問） 

 聞き漏らしたのか、創立は何年でしょうか。それと信用できるというか、何人

なのでしょうか。 

  

矢野委員  創業、法人化ともに平成２７年６月１７日ということです。 

  

議長  そのほかございますか。 

  

恩田委員 （挙手により質問） 

 参考までに教えていただきたいのですけれども、ここでは車の解体とかするの
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ですか。 

  

矢野委員  最初の図面には解体場所を取ってありました、理由書にもそのまま売れない車

は解体して直していくみたいなことを書いてありましたけれども、内容調査会の

ときに聞きましたら、そういったことは一切あそこの場所ではやりませんという

ことでした。 

  

恩田委員  たしか車の解体の場合は、油水分離槽か何かを設けなくてはいけないことにな

っているのですよね。 

  

議長  その辺の理由を事務局から。 

  

事務局  矢野委員がおっしゃるとおり、申請の際の理由書と利用計画図面にも解体とい

う言葉が書いてありまして、我々もこの言葉が引っかかったので調べさせていた

だくと、まず、解体を行うには自動車リサイクル法で解体業の許可を持っていな

いとできない行為です。この方に内容調査会の際に確認したところ、解体業の許

可は持っていません。解体業の許可を持って解体業をやるに当たっては恩田委員

がおっしゃるとおり、油水分離槽も必要になってくるかと思いますが、そういっ

たことを内容調査会当日に確認しましたが、申請人いわく「解体はやらない。」

申請人に会社の判子を押した申請書等には解体を行うと書いてありますがどうい

うことですか、とお尋ねしましたところ、「それは申請代理人がうそをついてい

る、勝手に書いたものだ。」ということを申していたという事実があったことを

お伝えさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございました。 

 それでは、私のほうから補足させていただきますと、まず、現状使用している

場所を見させていただきました。実際箱物が置いてあります。違反でございます。

本日までに撤去するという話でしたが、きょう現在撤去はされておりません。違

反状態です。 

 解体の話につきましても、現在使用しているところを見させていただきました

が、車をちょん切るすごいハサミが置いてありまして、一部分はエンジンがむき

出しになっていたり、非常に解体らしい雰囲気がありました。 

 そういった状況全般を整えると、今回の最初の図面の中でも解体という文言、

図面が入っておりまして、内容調査会で変更が出されて、今回解体という文言の

図面が消えましたけれども、ちょっと不可思議な状態があろうかな、というふう

に感じております。 

 私のほうの補足は以上となります。 

  

議長  そのほかございますか。 
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 【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  ありがとうございます。 

 採決の結果、賛成少数でございます。原案につきましては不許可相当として意

見を付して県知事に送付をいたします。 

  

 １番 資材置場用地  （賛成少数） 

  

議長  ここで暫時休憩といたします。 

 開会時間２時５０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。 

  

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。 

  

事務局  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「使用貸借」、土地の表示「采女１丁目○○番」、地目「畑」、

地積「○○平米」、施設概要「住宅」。 

 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

模はおおむね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。 

 この案件は中村誠委員の担当でございます。中村委員に内容説明をお願いいた

します。 

  

中村誠委員  ただいまから議案第３号２番の説明に入らせていただきます。 

 申請人に対し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、現地に対してもビデオのとおりですのでこれも省略いたします。 

 申請人は○○さん、住所、越谷市○○、職業は会社員。 
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 利用目的としては住宅用地。 

 また、別紙理由書が提出されておりますが、これは後ほど読み上げさせていた

だきます。 

 利用計画、専用住宅木造２階建て、建築面積は○○㎡、土地に対しては盛り土

なしで、そのまま使用するということです。あと申請地の宅地をつくった残りの

部分でございますが、洗濯スペース、家庭菜園とのことです。 

 隣接地の同意はあります。同意書が提出されております。 

 また、被害防除に関しましては、東側，新設ＣＤ５段積み、南側、新設ＣＤ１

段積み、西側新設ＣＤ１段積み、北側出入り口は４ｍ、水路占用許可済み、一応

占用許可申請書が提出されております。 

 雨水は雨水浸透ますで処理し、オーバーフロー分は北側水路へ放流、あと汚水

ですが、合併処理浄化槽５人槽で処理後、それも北側水路に放流。 

 （資金計画について説明） 

 理由書を読ませていただきます。 

 （理由書朗読） 

 よろしく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。 

 堀切委員。 

  

堀切委員 （挙手により質問） 

 ○○さんと○○さんの関係は義理の母ということでよろしいですか。 

  

中村誠委員  義理の母で、娘さんの旦那ということです。 

  

堀切委員  あと建築面積ですが、○○㎡で、２階建てだともう少しあるのではないですか。

底地だけですか。 

  

議長  では、事務局から説明させます。 

  

事務局  １階の部分だけです。 

  

堀切委員  底地だけでしょう。だから２階というと総面積は。 

  

事務局  延べ床面積は○○㎡です。坪にしますと○○坪です。 

 以上でございます。 

  

堀切委員  わかりました。 
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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。 

  

事務局  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「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ございます。篠田義昭委員に内容説明をお願

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

ては事務局の説明どおりですので省略させていただきます。現地の説明について

も省略をいたします。 

 それでは、まず、申請について説明させていただきます。 

 氏名、○○様、○○歳、住所、東京都葛飾区○○、職業は会社員です。 

 続いて利用計画についてですが、建築面積が○○平米、延べ床面積○○平米、

駐車スペースとして来客用２台と自家用車２台分の計４台分、あと洗濯物干しス

ペースを設けます。木造２階建の専用住宅が目的となっております。 
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 隣地の同意については得られております。 

 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、東側は既設コンクリートブロック５段積み、南

側は既設コンクリートブロック、西側は新設コンクリートブロック４段積み、北

側は新設Ｌ型擁壁にフェンス１．４ｍ、北側が出入り口となっておりまして、幅

が５ｍ取っております。道路施行の承認は申請済みです。雨水は雨水浸透ますで

処理し、オーバーフロー分は北側水路へ放流、汚水は合併処理浄化槽７人槽で処

理後、北側水路へ放流します。 

 以上が被害防除です。 

 その他参考事項と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、○○さんの父親が市街化調整区域に２０年以上、現在も在住しておりま

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。 

  

 【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 住宅用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第３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。 

  

事務局  議案第３号４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「駒形字屋敷廻○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、施設概要「工場用地」。 
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 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４番について説明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、

場所につきまし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、申請人の○○さんについて説明させていただきます。 

 法人名が○○、代表取締役○○、住所は三郷市○○、職種としては建設業です。

転用目的は工場用地です。 

 ここで理由書が提出されておりますので、朗読させていただきます。 

 （理由書朗読） 

 利用計画は工場１棟、鉄骨造、建築面積は○○平米。 

 被害防除についてご説明させていただきます。 

 西側は三郷市市道及び都市計画道路駒形線予定地、特になし、北側、新設コン

クリートブロック、西側から１３．５ｍは３段積み、そこから端まで８ｍは４段

積み、南側、既設コンクリートブロック、東側は新設コンクリートブロック２段

積みです。雨水は雨水浸透ますで処理し、オーバーフロー分は西側側溝へ放流、

水道等はないので、汚水処理はありません。 

 その他参考事項といたしまして、誓約書はあります。 

 （資金計画について説明） 

 説明は以上です。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。 

 ただいま議案第３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。 

 堀切委員。 

  

堀切委員 （挙手により質問） 

 賃貸借ということは○○が工場を建てるということでよろしいんですね。 

  

大久保委員  そうです。会社との契約書を作成する予定となっております。 

  

堀切委員  わかりました。 
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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） 

 参考まで、ですけれども、工場用地１棟の建築物の高さというのは。 

  

議長  大久保委員、お願いします。 

  

大久保委員  ７ｍ９０ｃｍです。 

  

篠田義昭委員  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  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第３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 工場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして議案第３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。 

  

事務局  議案第３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「彦成３丁目○○」番、地目「田」、

地積「○○平米」、施設概要「駐車場・資材置場用地」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。 

 この案件は中村誠委員の担当でございます。中村委員に内容説明をお願いいた

します。 
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中村誠委員  では、ただいまより議案第３号５番の説明に入らせていただきます。 

 申請人、申請地に対しては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。 

 また、申請人住所に関しても事務局の説明どおりでございますので、それも省

略させていただきます。 

 （以降、内容調査会で聞取りした内容について説明） 

 転用目的、駐車場及び資材置場用地。 

 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） 

 続きまして、営業所から申請地まで約１．７ｋｍ、車で約１０分から１５分と

のことでございます。 

 利用計画として、社用車４台、社員の車８台、取引先の車６台、リースの車２

台、コンテナ２個、コンポ１台、フォークリフト２台とのことです。 

 隣地の同意は取りつけてございます。 

 続きまして、被害防除ですが、北側、新設Ｈ鋼板、金板で土どめ、西側、新設

Ｈ鋼板、金板で土どめ、東側、新設Ｈ鋼板、金板で土どめ、南側、新設Ｈ鋼板、

金板で土どめ、水路と敷地境にはコンクリート打設、また出入口は６ｍ、チェー

ンを張って使用できるようにするということです。敷地内は砂利敷き、停止線あ

り、砂利敷き、飛散防止アスファルト舗装７ｍの奥行き５ｍ、続きましてアイド

リングストップ看板取りつけ、あと会社案内板を取りつけるということです。 

 誓約書あり。 

 （資金計画について説明） 

 これで終了させていただきます。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３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。 

 榎本委員。 

  

榎本委員 （挙手により質問） 

 聞き漏らしたかもしれませんけれども、コンテナ２個ということでしたけれど

も、どういうコンテナが違反で、どういうコンテナだったらいいのでしょうか。 

 もう一つは、柵で土どめをするということでありましたけれども、その塀の高

さを教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

  

議長  中村委員のほうでわかりますか。 

  

中村誠委員  一応そこには塀の高さは記載されておりませんので、事務局でお願いいたしま
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す。 

  

議長  では、２点ほど事務局からお願いします。 

  

事務局  それでは、説明させていただきます。 

 置くコンテナについては、これについては特に違反にはならないということで

確認しております。 

 次に、高さですけれども、壁のような高さではなくて、敷地の申請地の場所、

場所によって数センチ違ったりしますが、５ｃｍほど高くなるような土どめです。

特に今回フェンス等で囲ったりしないということで聞いております。 

 以上です。 

  

榎本委員  ありがとうございました。 

  

議長  両脇が田んぼですので、板柵で土どめです。 

 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） 

 田んぼの中だったのですが、前面道路は何メートルですか。 

  

議長  畑のところが４ｍで、入ると６ｍですね、そこは。広くなっています。６ｍで

す。 

  

事務局  当日内容調査に行ったときも車を道路わきにとめて、後ろから車がきましたけ

れども、すれ違いができていたので、３．５ということはないと思います。彦成

土地改良ですから、もともと４．２で水路が１．２で、水路はちょっとまだ整備

されてないですから、４．２ｍの道路ではないのかと思われるんですけれども、

少しそれは後で確認させていただきます。 

  

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５番について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。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 駐車場・資材置場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして議案第３号６番について、事務局に議案の朗読をお願いします。 

  

事務局  議案第３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「花和田字関内○○番」、地目「畑」、

地積「○○平米」、「同○○番」、地目「畑」、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。 

 この案件は島根委員の担当でございます。島根委員に内容説明をお願いいたし

ます。 

  

島根委員  それでは、ただいまから議案第３号６番の説明を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、現地の説

明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、内容調査会で聞取りした内容について説明 

 申請内容ですが、転用目的が駐車場用地で、申請理由としては理由書が提出さ

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）  

 続きまして、会社から申請地までの距離及び時間ですが、７００ｍ、約５分で、

利用計画といたしましては社員用６２台となっております。 

 隣地の同意は、隣接地が申請者の農地のため必要ない案件となっております。 

 続いて被害防除ですが、北側、三郷市道路、１．５ｍ後退して単管パイプで柵､

西側、三郷市水路、１．５ｍ後退して単管パイプで柵、東側、申請者の田、２ｍ

後退して単管パイプで柵、南側、申請者の畑、２ｍ後退して単管パイプで柵、土

どめはなしです。 

 敷地内砂利敷き、停止線、砂利飛散防止アスファルト舗装幅６ｍ、奥行き５ｍ、

アイドリングストップ看板、会社案内看板、以上が被害防除の説明でございます。 

 その他でございますが、誓約書をいただいております。 

 （資金計画について説明） 
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 そのほか道が狭く、すれ違いができなく、朝は８時から９時、夕方１８時から

１９時ということで、通勤経路等に対するガイドブックを作成し、従業員に配布

するとのことです。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３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） 

 駐車場にとめる会社の車の大きさは、前の道路が狭かったので。 

  

島根委員  社員の車両ですけれども、駐車場を使われるのはパートの方とか臨時の方が主

で、車種もそんなに大きい車両はなかったです。大きくても普通、軽が多かった

です。あとはバンです。 

  

篠田義昭委員  ありがとうございます。 

  

議長  次に堀切委員。 

  

堀切委員 （挙手により質問） 

 この会社はＧＬＰの中にあるということですか。三菱倉庫の中にあるのですか。 

  

島根委員  そうです。倉庫の中にその一部を借りてと。 

  

堀切委員  ＧＬＰの中に会社があるということ、それで歩いていくということですね。 

  

島根委員  そうです。６２人の方があそこの駐車場から三菱倉庫まで歩いて、車を置いて

行くということです。 

  

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６番に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

  

 【挙手多数】 
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議長  ありがとうございます。 

 採決の結果、賛成多数であります。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  （賛成多数） 

  

議長  続きまして、議案第３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。 

  

事務局  議案第３号７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「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３号７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の説

明どおりですので、省略いたします。また、現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、内容調査会で聞取りした内容について説明） 

 今回の転用目的が駐車場ということで、別紙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、コンクリートミキサー車５台、従業員用通勤車５台、そ

れとバイク駐車スペース１台です。 

 隣地の同意は必要ありません。 

 続きまして被害防除ですが、北側、出入口６．６ｍ、両サイドに単管パイプを

設置してチェーンにて施錠、西側、新設コンクリートブロック２段積み、東側、

新設コンクリートブロック２段積み、南側、新設コンクリートブロック４段積み、

水路との境をコンクリート打設いたします。敷地内砂利敷き、砂利飛散防止コン

クリート舗装、１０ｍ掛ける７ｍ５０、アイドリングストップ看板設置、会社案

内看板設置、停止線設置とのことです。 

 その他について、誓約書あり、 

（資金計画について説明） 
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何ら問題はないと思いますが、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。 

 今、担当委員から主な取引先がわからないということで、お答えいたします。 

 主な取引先、○○、○○、○○でございます。３社。 

  

議長  ただいま議案第３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。 

  

堀切委員 （挙手により質問） 

 申請者はミキサー車と運転手を派遣している会社ということですか。生コンを

運ぶため、○○というとめちゃくちゃでかいです。それで生コンをそこに行って

搬送する会社だと思ったら、個人の会社で生コンを持っているわけではないので

すか。 

  

事務局  ○○に、主要工場に全部入れているということです。 

  

議長  という回答でございます。 

  

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３号７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。 

  

 ７番 駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして議案第３号８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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事務局  議案第３号８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」、施設概要「駐車場用地」。 

 申請地の農地区分は、農用地地区内にある農地であり、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。 

 なお、第１種農地は原則不許可となりますが、当該施設は農地法施行規則第３

５条第５号、既存の施設の敷地拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地

の面積の２分の１を超えないものに限るということに該当するため許可の例外に

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。中村委員に内容説明お願いします。 

  

中村誠委員  ただいまより第３号８番の説明に入らせていただきます。 

 申請人に関しましては事務局の説明どおりでございます。また、申請地に対し

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、内容調査会で聞取りした内容について説明） 

 申請の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） 

 続きまして利用計画ですが、駐車場、現在彦成２丁目○○に１２台分、施設拡

張して申請地と一体利用できることによって車２２台と、自転車・バイク置場を

つくることができるとのことです。 

 続きまして、隣接地の同意書ですが、現在まだ計画書ということで提出されて

おります。後日提出するそうでございます。 

 被害防除ですが、北側、新設コンクリートブロック４段積み、フェンス６０ｃ

ｍ、西側、新設コンクリートブロック４段積み、フェンス６０ｃｍ、南側、新設

コンクリートブロック４段積み、フェンス６０ｃｍです。東側は現在フェンスが

ありますが、それを撤去して現在申請しております駐車場と一体化する予定でご

ざいます。それによって、出入口は今まで使っている出入口をそのまま使用する

ということです。 

 場内はアスファルト舗装です。雨水は西側雨水槽を設置して、オーバーフロー

した分は水路に放流。 

 （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３号８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。 
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 【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８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。 

  

 ８番 駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第３号９番について、事務局に議案の朗読をお願いします。 

  

事務局  議案第３号９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３丁目○○番」、地目「田」、地

積「○○平米」、「栄４丁目○○番」、地積「畑」、地積「○○平米」、計２筆

「○○平米」、施設概要「コンテナ置場用地」。 

 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ございます。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９番の説明を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、施設概要については

事務局の説明どおりですので、省略させていただきます。 

 現地の説明についてもビデオのとおりでございます。 

 （以降、内容調査会で聞取りした内容について説明） 

 続いて利用計画についてですが、今回申請地が２カ所ございまして、栄３丁目

○○番、１，０００平米にコンテナ３１個、栄４丁目○○番、４６５平米にコン

テナ１９個とコンテナ置場が目的となっております。 

 本社から申請地まで距離と時間ですが、栄３丁目のほうが約２．６ｋｍで６分、

栄４丁目のほうが約１．７ｋｍで同じく６分となっております。 

 隣地の同意については、栄３丁目のほうに関しては得られておりまして、栄４
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丁目のほうは必要ございません。 

 ここに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。まず、栄３丁目のほうですが、北側、出入口６

ｍ、会社看板、新設単管パイプ、柵高さ１．２ｍ、西側、新設Ｈ鋼板柵板土どめ

を設置して、新設単管パイプで高さ２ｍ、東側、既設柵板土どめ、新設単管パイ

プ、高さ１．５ｍ、南側は新設単管パイプと柵、高さ１．２ｍ、出入口には砂利

飛散防止アスファルト舗装で６．０掛ける７．０、停止線あり、場内は砂利敷き

となっております。出入口の水路占用の申請は今申請中とのことです。 

 続きまして、栄４丁目のほうです。北側、新設単管パイプ、柵高さ１．２ｍ、

東側、既設鋼板塀、高さ３ｍ、西側、出入口がありで、６ｍ、新設単管パイプ柵、

高さ１．２ｍ、会社看板あり、南側は新設単管パイプ柵、高さ１．２ｍ、出入口

には砂利飛散防止アスファルト舗装、６．０掛ける７．０、停止線あり、敷地内

は砂利敷き。 

 以上が被害防除です。 

 その他参考事項と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３号９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） 

 コンテナをたくさん置くという話ですけれども、みんな空のものを置いておく

だけなのか、中身が入っているものを置いたりするのかどうか。 

  

篠田義昭委員  基本的には空のものを置いて、それで車両に積んで仕事場に出かけるという形

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  質疑を打ち切ります。 

 採決をいたします。 

 議案第３号９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。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。 

  

 ９番 コンテナ置場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして議案第３号１０番について、事務局に議案の朗読をお願いします。 

  

事務局  議案第３号１０番、譲渡人、２名いらっしゃいます。譲渡人住所・氏名「○○・

○○」、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人譲渡人住所・氏名「○○・○

○」、権利の種類「賃貸借」、土地の表示「彦成５丁目○○番」、地目「田」、

地積「○○平米」、「同○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、「同○○番」、

地目「田」、地積「○○平米」、計３筆「○○平米」、施設の概要「特別高圧送

電線「潮止線鉄塔建替工事」に伴う工事用地（一時転用）」。 

 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  議案第３号１０番についてご説明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

は先ほど事務局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。 

 それでは、申請人について説明させていただきます。 

 法人名が○○、住所千代田区○○、業種としては電気事業です。本社の住所は

先ほどと同じです。 

 転用目的は、鉄塔の建替工事のための作業場及び資材置場（一時転用）です。 

 申請理由が提出されておりますが、前回、試掘調査のときと同じ文面ですので、

省略させていただきます。 

 本社からは３０ｋｍ、車で約１時間ということです。 

 続いて事業計画について、鉄塔を建てる場所は前回試掘した彦成５丁目○○番、

そこについては許可不要で、埼玉県に事業計画書を提出するとのことです。 

 鉄塔は現場で組み立てながら建設するため、鉄塔の資材置場として使用する。

また、鉄塔を建設するためには高いクレーンが必要となり、そのクレーンの足、

これはマストと呼ばれるそうです。マスト置場としても使用する。そのほかに駐

車場１２台分を使用するとのことです。 
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 被害防除ですが、まず、資材置場及び作業場について説明させていただきます。 

 北側、出入口１０ｍ、道路との境はＡ型バリケード設置、その奥にパネルゲー

ト、その両側に単管パイプで鋼板塀、高さ３ｍを設置、西側、東側、南側は単管

パイプで、防音パネルで囲い、これは高さ４．４４ｍです。畑部分には透明のパ

ネルを使用するとのことです。 

 材料を置く場所には、まずＰＴシートを敷き、田んぼには松丸太を縦横二重に

置き、その上にコウセイマットを敷く。畑には松丸太を置き、その上にコウセイ

マットを敷く。田んぼと畑の段差部分は鉄板で渡す。 

 続いて駐車場部分について説明します。北側、出入口６ｍ、停止線、区画ロー

プ、南側は資材置場の防音パネル、東側、西側は区画ロープ、敷地内は鉄板敷き、

駐車台数は１２台分です。 

 先ほどの資材置場の出入口の部分ですけれども、鉄板敷きです。 

 その他参考事項として、誓約書があります。 

 （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３号１０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１０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。 

  

 １０番 特別高圧送電線「潮止線鉄塔建替工事」に伴う工事用地（一時使用）

 （全員賛成） 

  

議長  ここで暫時休憩といたします。 

 再開時間、午後４時２５分とします。 

  

 【２０分暫時休憩】 
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議長  それでは、再開いたします。 

 続きまして、議案第４号「生産緑地の取得のあっせん依頼の回答について」を

上程いたします。 

 議案第４号１番については内田委員の担当でございます。内田委員、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４号について説明申し上げます。 

 この案件につきましては、先月の総会の議案第５号の件でございます。 

 農業委員会のほうで三郷第２０１２－２５号生産緑地地区における取得のあっ

せんをすることになりましたけれども、それにつきまして、鎌倉と長沼の農家組

合長を通じて近隣農業者へのあっせんを行いましたが、現在買い取り希望者があ

らわれておらず、あっせんができない状況でございます。 

 なお、参考に申しますと、事務局へも一切の問い合わせは現在ない状況でござ

います。 

 以上、報告申し上げます。 

  

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。このことにつきまして質問等

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  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。原案のとおり承認いたします。 

  

 １番 （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第５号１番、三郷市農業委員会「農地等の利用の最適化の推

進に関する指針」（案）の決定についてを上程いたします。 

 それでは、事務局で議案の説明をお願いいたします。 

  

事務局  議案第５号「三郷市農業委員会「農地等の最適化の推進に関する指針」（案）

の決定について」、１番、三郷市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関す

る指針（案）についてでございます。 
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 別紙１のほうをごらんください。 

 （資料に基づき説明） 

 以上です。 

  

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。質問等ございましたら、挙手

にてお願いしたいと思います。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  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。よって、原案のとおり承認をいたします。 

  

 １番 （全員賛成） 

  

議長  続きまして、６番、その他に移らせていただきます。 

 次第に沿って進めさせていただきます。 

 まず、（１）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

願いいたします。 

 篠田委員。 

  

篠田義昭委員  ２月２６日 三郷市農政審議会 審議委員８名 職員５名 

 ・チャレンジ農業支援事業費補助金実施状況について 

 ・三郷市農業振興事業補助金の改正事項案の概要について 

 以上、報告を終わります。 

  

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、続きましてその他の報告事項に移らせていただきます。 

 では、鶴岡委員、お願いします。 
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鶴岡委員  ３月６日（水）第１５回女性農業委員会活動推進シンポジウム 砂防会館 

 テーマ「未来につなげよう 地域の農業と農地」 

茨城県、福井県、熊本県の農業委員さんが発表 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 それでは、その他の報告事項で、次第に書いてございます、まず①として、農

業委員会日帰り視察研修の会計報告について、篠田会計からお願いします。 

  

篠田匡章委員  平成３０年度三郷市農業委員会日帰り視察研修の会計報告  

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 みさと緑のカーテン運営協議会につきまして、篠田世話人から報告を。 

  

篠田匡章委員  みさと緑のカーテン運営協議会について、彦成地区からは堀切秀夫委員にお願

いします。 

  

堀切委員  よろしくお願いします。 

  

議長  よろしくお願いします。 

  

議長  それでは、続きまして、事務局からの連絡事項ということで、補佐からお願い

します。 

  

事務局  それでは、事務局のほうから連絡事項をさせていただきます。 

 ①農地利用最適化推進１・１・１運動報告書の提出について 

②活動記録簿について 

 ③第一種低層住宅専用地域の全域における都市計画変更の決定について 

④事務局職員の人事異動について 

  

  

議長  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、補佐からお

願いします。 

  

事務局  農業振興課からの連絡事項につきましては、こちら４点でございます。 

① 盆栽クラブの役員会 ４月１１日    大会議室 

② 農業青年会議所総会 ４月１６日    場所未定 

③ 農家組合長会議   ４月２２日 午前 大会議室 

④ 盆栽クラブ総会   ４月２２日 午後 大会議室 
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 以上です。 

  

議長  ありがとうございました。 

 以上で３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お疲れさまでございました。 

 今月の総会では、農地法第３条で２件が承認、農地法第４条で１件が許可相当、

農地法第５条で９件が許可相当、１件が不許可相当となりました。生産緑地の取

得のあっせん依頼の回答について１件が承認されました。「農地等の利用の最適

化の推進に関する指針」（案）の決定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に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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