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令和２年第５回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 令和２年５月２５日（月） 午後１時３０分から２時５０分 

 

２．開催場所 農業委員会議室（７階） 

 

３．議長 岡庭 𠀋夫（会長） 

 

４．出席委員（１３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 欠 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条の規定による許可申請書の取下げ願いについて 

     報告第 ４号 農地法第４条第１項第８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７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 農地利用最適化施策に関する意見提出について 

     議案第 ５号 農業委員会事務の実施状況等の公表に伴う令和元年度の点検・評価 

            及び令和２年度の活動計画の策定について 
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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） 

   農地係長 藤島 徹 

   主  査 野本 勝義 

 

７．会議の概要 

戸邉 

会長職務代理 

 委員の皆様、こんにちは。 

 ただいまから令和２年５月農業委員会総会の開催に当たりまして、岡庭会長よ

りご挨拶と開会宣言をお願いいたします。 

  

会長 

（以下議長） 
（開会宣言及び開会のあいさつ） 

  

議長  本日の出席委員は、岡庭早苗委員が都合により欠席となっておりますが、定足

数には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。 

 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。 

 ６番 榎本委員、７番 大久保委員、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。 

  

藤島係長 （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。 

  

  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。 

  

藤島係長  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」、譲渡人、住所・氏名「〇〇・〇〇」譲受人、お２人いらっしゃいます。１
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人目、住所・氏名「〇〇・〇〇」もう一方、住所・氏名「〇〇・〇〇」権利種類、

「贈与」、土地の表示「花和田〇〇番」、地目「田」、地積「〇〇平米」、同じ

く「〇〇番」、地目「田」、地積「〇〇平米」、計２筆、「〇〇平米」、理由「家

庭内贈与」、経営面積「〇〇平米」です。 

 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。 

 この案件は島根委員の担当でございます。島根委員に内容説明お願いいたしま

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、経営状況、従事日数、農機具の保有状況について説明） 

 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。原案のとおり承認をいたします。 

  

 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】 
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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、今月内容調査会におきましては、案件はありませんでしたので、報告を

いたします。 

 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。 

  

藤島係長  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」、

申請人住所・氏名「〇〇・〇〇」、土地の表示、「彦成〇丁目〇〇番」、地目「田」、

地積「〇〇平米」、施設概要「貸駐車場用地」。 

 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、ただいまから議案第２号１番について説明いたします。 

 申請人住所・氏名、土地の表示、施設概要につきましてはただいま事務局の説

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、申請人について説明） 

 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） 

 隣地の同意は必要ありません。 

 続いて、被害防除について説明いたします。 

 北側、南側、東側に単管パイプに高さ８０ｃｍのロープ柵、西側は出入り口で

す。敷地内は砂利敷き、砂利が道路に出ないように勾配をつけるとのことです。 

 その他参考事項といた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。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。 

 矢野委員。 

  

矢野委員 （挙手により質問） 
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 ビデオの中で、一つの筆の中の端と端みたいなことを言っていたと思ったので

すけれども、それはどういうわけですか。 

  

大久保委員  道路側に細くつながっています。全然離れているのではなくて、道路側に細く

つながっていて、コの字みたいな、赤土の部分は完璧に道路側がつながっていま

す。 

  

矢野委員  分かりました。 

  

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】 

  

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 貸駐車場用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、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。 

  

藤島係長 

 

 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」、

譲渡人、住所・氏名「〇〇・〇〇」、譲受人、住所・氏名「〇〇・〇〇」、権利

の種類、「贈与」、土地の表示「前間〇〇番」、地目「田」、地積「〇〇平米」、

同じく「〇〇番」、地目「田」、地積「〇〇平米」、計２筆、〇〇平米、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。 

 この案件は榎本委員の担当でございます。榎本委員に内容説明をお願いいたし

ます。 
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榎本委員  それでは、ただいまから議案第３号１番についてご説明を申し上げます。 

 譲渡人、譲受人、権利の種類、土地の表示、施設の概要につきましては、ただ

いま事務局から説明がございました。また、申請地につきましても先ほどビデオ

で確認をいただいたとおりでございますので、説明を割愛いたします。 

 （以降、申請人について説明）  

（理由書朗読） 

  隣地の同意につきましては、東側農地の方の同意書をいただいております。 

 続きまして、被害防除でありますが、住宅を中心にしまして、住宅の南側の囲

いにつきましてはコンクリートブロック５段積み、その上に８０ｃｍのメッシュ

フェンスを造る、そしてその部分に幅４ｍの出入り口を設置するとのことでござ

います。 

 住宅の北の囲いにつきましては、西側一部を４段積みのコンクリートブロッ

ク、その上に８０ｃｍの高さのメッシュフェンス、そして北側につきましては自

分の畑がありますので、そこについてはコンクリートブロック２段積みの上にメ

ッシュフェンス８０ｃｍを造るということです。また、東側につきましても、一

部コンクリートブロック２段積みで、高さ８０ｃｍのフェンスを造ります。そし

て北側には幅３ｍ６０ｃｍの出入り口を造り、門扉を設置するとのことでござい

ます。 

 汚水につきましては、合併処理浄化槽５人槽で処理後、南側道路側溝へ放流と

のことでございます。 

 また、雨水につきましては、雨水浸透ますからオーバーフロー分を南側道路側

溝へ放流するとのことでございます。 

 その他参考事項といたしまして、誓約書があります。 

 （資金計画について説明） 

 開発の要件でありますが、親族が調整区域に２０年以上住まわれているという

開発の要件であります。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほど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１番について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４号１番「令和３年度県農地利用最適化施策に関する意見

提出について」を上程いたします。 

 それでは、事務局に議案の説明をお願いいたします。 

  

藤島係長  議案第４号１番について、ご説明します。 

 令和３年度県農地利用最適化施策に関する意見提出について（案） 

 この件につきましては、先月の総会で配付いたしまして、各委員さんからご意

見を提出していただき、事務局で集約、取りまとめをさせていただきました。そ

の後、会長からもアドバイスをいただきました。ご審議をお願いします。 

 また、議案配付時に提示するところ、本日になってしまい、大変申し訳ござい

ません。 

 先月の配付時にもご説明しましたが、意見提出の趣旨につきましては、農業委

員会法では、「農業委員会は、その掌握事務の遂行を通じて得られた知見に基づ

き、農地等の利用の最適化の推進に関する事務をより効率的かつ効果的に実施す

る必要があると認めるときは、農地等の利用の最適化の推進に関する施策の改善

について意見を提出しなければならない」と定められております。 

 県農業会議で、各農業委員会の意見を集約し、県農業会議の常設審議会で決定

の上、埼玉県への意見の提出となります。 

 それでは、令和３年度の県農地利用最適化施策に関する意見提出についてのご

説明をします。 

 昨年度までは行政に対しての支援要望のみでしたが、今年度より農業委員会と

しての取組を記載するようになりました。 

 まず、１番、農地有効利用の推進のための支援。 

 これにつきましては、農業委員会としての取組として、農地パトロール等によ

る農地の状況を共通の情報として把握する。農家組合や地域の農業者の方と交

流、情報収集等を積極的に行う。そこから遊休農地の解消や農地集約化につなげ

るということになります。 

 行政に求める事項は、圃場整備をお願いしたい。用水路、排水路や周辺道路の

再編成により優良農地を確保するため、用水路、排水路のふだんの維持管理等は

地先の農業者が行っているので、賦課金等の助成や免除をお願いしたいというこ

とになります。 

 ２番、担い手の育成・確保、新規参入などの支援及び経営改善支援。 

 こちらは、農業委員会としての取組については、農業技術指導をする機会を設
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けて、担い手の育成・確保、新規参入を支援する。農地の確保も、農地の有効利

用の推進のための支援の取組で行っている情報により遊休農地を活用できるよ

うにする。裏面にいきまして、広報誌等を通して農業での成功体験やほかの職業

にない働きがい等を紹介する。 

 続きまして、行政に求める事項として、地域の特産品に対しての行政機関の支

援（広報活動等）がまだまだ足りない。埼玉県のホームページを見ても何も感じ

られない。ほか農業経営の拡大が図れるよう農機具の購入、整備等に関する補助

金等、認定農業者に対して魅力ある制度の充実をお願いします。 

 最後に、３番、その他農業振興のための支援。 

 こちらは、農業委員会としての取組事項として、地域の催物（農業祭）などの

場で、農業者以外の方に農業体験、交流会などの情報提供を引き続き行っていく。 

 行政に求める事項として、農業の自然循環機能の維持は重要です。その中でも

廃プラスチック（被覆肥料などを含む）の適正な処理に関する具体的かつ詳細な

情報提供をしてほしい。付加価値ある農産物の新規商品開発に対する支援（補助

金等）の充実をお願いします。 

 以上、県農地利用最適化施策に関する意見提出（案）でございます。よろしく

ご審議をお願いします。 

  

議長  ありがとうございます。 

 ただいま議案第４号１番の説明が終わりました。ご意見、ご質問がございまし

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。原案のとおり承認をいたします。 

  

議長  続きまして、議案第５号「農業委員会事務の実施状況等の公表に伴う令和元年

度の点検・評価及び令和２年度の活動計画の策定について」を上程いたします。 

 それでは、議案第５号１番及び２番について、事務局に議案の説明をお願いい

たします。 

  

藤島係長 

 

 議案第５号「農業委員会事務の実施状況等の公表に伴う令和元年度の点検・評

価及び令和２年度の活動計画の策定について」をご説明いたします。 



9 

 農業委員会事務の実施状況の公表につきましては、法の改正により、農業委員

会では農地等の利用の最適化推進が必須業務として定められ、農業委員会法第３

７条等で運営の透明性を確保するため、毎年度実施状況等を６月３０日までにイ

ンターネットでの公表が法定化されました。また、その後県へ報告し、最終的に

は農林水産省で取りまとめ、公表することになります。 

 議案第５号１番の資料を御覧ください。別紙２になります。 

 令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について説明いたし

ます。 

 １番、農業委員会の状況につきましては、２０１５年農業センサスや各種統計

より記載しております。なお、２０２０年農業センサスの数字はまだ確認できま

せんので、２０１５年の数字になっております。 

 次のページをお願いします。 

 ２番、担い手への農地利用集積化につきまして、表題に集積面積とありますが、

集積面積は担い手（認定農業者に限定）が耕作している面積です。実績としては

３．６ｈａの増でございます。これは新規認定農業者が１名認定されたからでご

ざいます。 

 ３番、新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進については、目標といた

しまして三郷市の状況を踏まえ１経営体としておりましたが、実績はゼロでござ

いました。 

 ４番、遊休農地に関する措置につきましては、平成３１年４月現在では遊休農

地は５．５ｈａでした。解消目標０．７ｈａに対して、実績としては５ｈａ解消

されましたが、新たな遊休農地や再発生が多く発生しており、個別指導など継続

的な活動が必要としております。ちなみに、平成３１年度末では５．６ｈａにな

ります。 

 ５番、違反転用への適正な対応については、当市においては、（１）現状及び

課題として、違反転用面積は０．２５ｈａとなっております。これは現在違反転

用として県へ報告している案件数字でございます。解消困難な過去からの案件で

ございます。評価につきましては、今後積極的な是正に向け、県などとの関係機

関と協力を図り、指導していくとしております。 

 次のページ、６番、農地法等によるその権限に属された事務に関する点検につ

きましては、（１）農地の権利移動の許可等農地法第３条に基づく許可、１年間

に２０件処理数がございました。許可はゼロ件です。 

 （２）農地転用に関する事務、これは調整区域のみですけれども、農地法第４

条、第５条に基づく許可、１年間に６２件処理数がございました。 

 続いて、次のページを御覧ください。 

 （３）農業生産法人からの報告への対応につきましては、管内農業生産法人が

２件です。 

 （４）情報の提供等につきましては、御覧のとおりの実施状況です。 

 次の８ページにつきましても御覧のとおりになります。 

 以上が令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価となります。 
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 引き続き議案第５号２番「令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画に

ついて」説明いたします。 

 まず、１番、農業委員会の状況につきましては、先ほどの議案第５号１番の点

検・評価と同様になります。 

 次のページです。 

 担い手への農地の利用集積・集約化につきましては、課題として、三郷市は都

市化の進展が著しく、農地の改廃や兼業化が進み、農地の資産的保有傾向が強く

なっており、規模拡大を志向する農家への農地利用集積の阻害要因となっている

と当市の状況を判断しております。 

 目標として、集積面積については、平成３１年３月に策定しました農地等の利

用の最適化の推進に関する指針における集積目標値を基準に各年度の目標値と

しております。また、活動計画は、意向調査の結果を重点的に調整を図るとして

います。 

 ３番、新たな農業経営を営もうとする者の参入の促進については、農業を志す

意欲のある者の情報収集を行い、市農政担当課、農林振興センター及び関係機関

等と連携を図りながら情報を共有するとしております。 

 次に、４番、遊休農地に関する措置につきましては、指針における集積目標値

を基準に、各年度の目標値としております。小さい２番の活動計画、農地の利用

状況調査の調査方法の項目につきましては、農地利用最適化推進委員が中心とな

り、地図及び資料等から現地調査を実施、その後データの整備及び特例納税猶予

地等の確認となります。 

 最後に、５、違反転用への適正な対応につきましては、農地パトロール等によ

り早期発見に努め、県等の関係機関と協力を図り、是正や指導をしていくとして

おります。 

 以上となります。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５号１番及び２番について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  それでは、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。原案のとおり承認いたします。 
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 続きまして、議案第５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。原案のとおり承認いたします。 

  

議長  ここで暫時休憩といたします。 

 開会時間２時３０分でお願いいたします。 

  

 【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番、審議会、協議会の報告がございましたら、挙手にてお願いします。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  ないようですので、それでは、事務局から、その他、お願いします。 

  

藤島係長 

 

① 埼葛地方協議会の総会 

② 四市町農政研究会 

以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 その他でもし報告がございましたら、お願いしたいと思います。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  ないようでございますので、続きまして、事務局からの連絡事項ということで

お願いしたいと思います。 

  

藤島係長 ① ６月の研修 

② 農業者年金の現況届について 

③ ＪＡさいかつ総代会について 

④ 記録簿の返却について 

⑤ 委員改選の状況について 

以上でございます。 
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議長  ありがとうございます。 

 続きまして、農業振興課からの連絡事項につきまして、事務局からお願いいた

します。 

  

藤島係長  農業振興課からの連絡事項について説明いたします。 

 １番、２番、活き活き農業体験講座、こちらは石出農園、染谷農園様両方とも

未定です。 

 ３、三郷市さつき展、中止。 

 ４、三郷市農政審議会、未定。 

 ５、さつき栽培講習会、未定。 

 以上です。 

  

議長  ありがとうございます。 

 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。 

 閉会に当たりまして、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 

 長時間にわたりまして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１件が承認、第４条で１件が許可相当、第５

条で１件が許可相当、農地利用最適化施策に関する意見提出についてが承認、農

業委員会事務局の実施状況の公表に伴う令和元年度の点検・評価及び令和２年度

の活動計画の策定についても承認されました。 

 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

りがとうございます。 

 以上をもちましてご挨拶とさせていただきます。皆様お疲れさまでした。 

  

 


