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令和２年第６回三郷市農業委員会総会会議録 

 

１．開催日時 令和２年６月２５日（木） 午後１時３０分から ３時３０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（１４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 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 農地の借用について（通信施設） 

     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 農地法第３条第２項第５号に規定する別段面積の設定及び公表につい 

            て 

     議案第 ５号 農地法第５２条に基づく賃借料情報の提供について 
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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 羽ヶ崎 司 

農地係長 藤島 徹 

   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。 

 ただいまから令和２年６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たします。 

  

会長 

（以下議長） 
 （開会の宣言及び開会の挨拶） 

  

議長  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。 

 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。 

 ８番 中村誠委員、９番 岡庭早苗委員、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。 

  

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。 
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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「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、権

利の種類「売買」、土地の表示「仁蔵字大場川添〇〇番」、地目「田」、地積「○

○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計２筆合計〇〇

平米、理由「農業経営拡大」、経営面積〇〇平米。 

 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番について説明いたします。 

 譲渡人、譲受人の住所・氏名、権利種類、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 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、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  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、今月内容調査会に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、２番、４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。 

  

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「○○・○○」、土地の表示「大廣戸字深田通〇〇番」、地目

「田」、地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、

計２筆合計〇〇平米、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。 

 申請人の住所・氏名、土地の表示、施設概要につきましては、事務局の説明ど

おりでございますので、省略させていただきます。また、現地ですが、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） 

 続きまして、利用計画ですが、駐車台数が２０台分、隣地の同意は必要ありま

せん。 

 続いて、被害防除の説明をいたします。 

 西側と南側、これは鉄塔周りも含むですけれども、新設Ｈ鋼板柵土留めプラス

単管パイプです。北側、出入口、幅５ｍ、砂利飛散防止コンクリート舗装、幅６

ｍ、奥行き５ｍ、案内看板、新設単管パイプ、前面道路自主後退部分１．５ｍは

砂利敷きします。東側、新設単管パイプ、アイドリングストップ看板２枚、敷地

内は砂利敷きです。 

 その他参考事項といたしまして、誓約書あります。駐車場要望書１７名分が提

出されております。 

 （資金計画について説明） 
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 説明は以上です。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。 

  

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  それでは、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。 

  

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」、

１番、譲渡人、３名いらっしゃいます。住所・氏名「○○・○○」、住所・氏名

「○○・○○」、住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、

権利種類「売買」、土地の表示「半田字七反田〇〇番」、地目「田」、地積「○

○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、「○○番」、地

目「田」、地積「○○平米」、「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、「○

○番」、地目「田」、地積「○○平米」、「○○番」、地目「田」、地積「○○

平米」、計６筆、〇〇平米、施設概要「駐車場用地」。 

 申請地の農地区分は、市街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をお願いいたし

ます。 

  

戸邉  それでは、議案第３号１番につきまして説明させていただきます。 
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会長職務代理  譲渡人、譲受人、土地の表示、権利種類、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、省略いたします。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）  

 所有している車両がキャブオーバー１３台、大体６ｔから７ｔクラスだという

ことでございます。脱着装置コンテナ専用車２台、タンク車６台、工作車１台、

清掃車が８台でございます。現在使用しておりますのが、三郷市半田字六反田〇

〇番の１等、３筆で〇〇平米、これは所有でございます。ここは駐車場として今

現在使われております。ここの駐車場のところに工場を建てるための代替駐車場

という形になります。それから、〇〇番ほか５筆で〇〇平米、これも所有で、事

務所と修理工場があります。そこの車もここに止めたいということでございま

す。 

 転用目的といたしましては、駐車場です。 

 ここで理由書が届いておりますので、読み上げさせていただきます。 

 （理由書朗読） 

 利用計画といたしまして、大型車２２台、来客用が３台、中型車６台、小型車

が５台、従業員の車が１９台ということであります。 

 隣地の同意はございます。 

 被害防除といたしまして、西側、北側、Ｌ型擁壁プラスメッシュフェンスで高

さ１００ｃｍ、東側、新設土留めブロック２段積み、南側、新設土留めブロック

３段積みメッシュフェンス、高さ１００ｃｍ、出入口幅が１８ｍ、奥行きが６ｍ、

コンクリート舗装です。停止線、プラチェーン、連絡先看板もございます。アイ

ドリングストップ看板が３枚、外灯が３基、車両を各トラロープで分けるという

ようなことでございました。 

 （資金計画について説明） 

その他参考といたしまして、 誓約書もございます。 

 以上で説明を終わります。どうぞご審議のほう、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。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） 

場内は砂利敷きですか。排水対策どうなっているでしょうか。 

  

議長 戸邉代理、お願いします。 

  

戸邉 

会長職務代理 
砂利敷きということで自然に浸透の形です。 
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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。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２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２番、 

 譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・○○」、権利種

類「賃貸借」、土地の表示「上口２丁目〇〇番」、地目「田」、地積「○○平米」、

同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○平米」、計２筆、〇〇平米、施設概

要「駐車場用地」。 

 申請地の農地区分は、市街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  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をお願いいた

します。 

  

堀切委員  それでは、ただいまから議案第３号２番を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ありますので、省略させていただきます。現地

の説明につきましても、ビデオどおりでございますので省略いたします。 

 （以降内容調査会で聴き取り調査した内容を説明） 
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 所有している車両ですが、バン２台、コンクリート作業車１台、大型ダンプ２

台、キャブオーバー１台、ステーションワゴン１台、大型回送車１台、２０ｔユ

ンボ２台。 

 現在使用している資材置場の状況ですが、借り入れです。 

 転用目的、駐車場用地。 

 申請理由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ですが、約１８km、自動車で２１分、利用計画で

すが、社用車７台、従業員車７台ということです。 

 隣地の同意は必要ありません。 

 被害防除ですが、西側、北側は新設Ｈ鋼板柵土留め単管パイプ、南側、出入口、

幅８ｍ、奥行き９ｍ、停止線で、新型Ｈ鋼板柵土留め単管パイプ、東側、出入口、

幅８．３ｍ、奥行き８ｍ、出入口北東部分、新設単管パイプ、出入口南東部分、

新設Ｈ鋼板柵土留め単管パイプ、アイドリングストップ看板１枚、場内砂利敷き

で、入口は引くゲートです。 

 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。よろしく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

て県知事へ送付いたします。 

  

 ２番 駐車場用地  （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。 
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藤島係長  議案第３号３番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・

○○」、権利種類「使用貸借」、土地の表示「戸ヶ崎字大道西〇〇番」、地目「畑」、

地積「○○平米」、施設概要「住宅用地」。 

 申請地の農地区分は、市街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議員の担当でございます。篠田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。 

 譲渡人及び譲受人の住所氏名、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、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、申請人について説明） 

 今回の申請の利用計画についてですが、木造２階建て、建築面積が〇〇平米、

延べ床面積〇〇平米、その他駐車スペース３台、物干し場、花壇、砂場となって

おります。 

 隣地の同意はございます。 

 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、被害防除ですが、西側は特になし、北側は既存ブロック７段積みプラ

スフェンス、東側は新設ブロック５段積みフェンス、南側は既存のブロック４段

積みのフェンス、雨水は雨水浸透ますからオーバーフロー分を、汚水は合併浄化

槽５人槽で処理後、南側道路側溝に排水いたします。 

 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、都市計画法第３４条１２号については、貸主、こちらは申請人の母の父

に当たりますが、都市計画決定日前から所有する土地ということで、開発許可案

件になっております。 

 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。 
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 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。 

  

藤島係長  議案第３号４番、譲渡人住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○○・

○○」、権利種類「売買」、土地の表示「新和３丁目〇〇番」、地目「田」、地

積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「畑」、地積「○○平米」、「新和５

丁目〇〇番」、地目「田」、地積「○○平米」、計３筆、〇〇平米、施設概要「資

材置場用地」。 

 申請地の農地区分は、市街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。 

 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

とおりでございますので割愛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） 

所有している車両でございますが、トラック４ｔが１台、フォークリフト３ｔ

が１台、また、乗用のバンが２台でございます。 

 現在使用している資材置場ですが、千葉県野田市に所有で〇〇平米ございま

す。 

 今回の転用目的ですが、新和３丁目、新和５丁目、両方ともに資材置場用地で

ございます。 

 理由書が届いておりますので、理由書を読ませていただきます。 

 （理由書朗読）  

本社から申請地までの距離といたしまして２０ｋｍ、時間で５０分でございま

す。 

 利用計画ですが、３丁目、バタ角４０本、５丁目、バタ角３４本、３丁目、パ
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イプサポート７０本、５丁目、パイプサポート６０本、３丁目、鉄パイプ１２０

本、５丁目、鉄パイプ１００本、３丁目、ベニヤ板８０枚、５丁目、ベニヤ板７

０枚、３丁目、桟木２７０本、５丁目、桟木２５０本でございます。 

 隣地の同意は、ございます。 

 被害防除ですが、周りをブロック５段積み、その上に２ｍの高さで鋼板塀をや

るということでございます。ちなみに、色はシルバーということでございます。 

 出入口につきましては、７ｍ掛ける９ｍの舗装といたしまして、停止線を確保

し、こちら３丁目のほうには下に水路が通っておりますので、ボックスカルバー

トを渡しまして出入口を設けるということでございます。５丁目のほうにつきま

しては、北側は道路に接しておりますのでそのままとなります。西、南、東は新

設土留めブロック４段積みとなっております。同じく２ｍの鋼板塀で周りを囲む

ということでございます。 

（資金計画について説明） 

特に問題はないかと思いますが、慎重なるご審議をいただきまして、説明とさ

せていただきます。 

 以上でございます。 

  

議長  ただいま議案第３号４番の説明がございました。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） 

用語が分からないですけれども、バタ角というのはどういう意味ですか。 

  

議長 バタ角といいますと、いわゆる工事内容が建物の型枠でございますので、ベニ

ヤ板で囲ってパイプで留めるということで、基本的には単管パイプとベニヤ板

─バタ角、桟木の説明、そういった仕事になります。 

  

貝塚主任  事務局から補足させていただきます。 

 今、会長がおっしゃられたとおり、バタ角とは型枠仮設の補強に使われる木材

でございまして、大体１０ｃｍ程度の角材のことです。型枠にコンクリートを打

設するときに型枠がゆがまないように押さえるために使ったり、そのほかにも、

仮置きするときに下に敷く枕木のような形で使ったりというような使い方をさ

れるようでございます。 

 加えまして、桟木というのも建築用語のことでございまして、角材をイメージ

していただければ結構でございます。同じように型枠や、木材を積むときに木材

が腐らないように空気を通すために交互に敷いて保管するときに風通しをよく

するために、間に挟んで使うこともあるようです。 

 補足ですけれども、パイプサポートというものもお話の中で出てきましたけれ

ども、これも型枠を作るときの部材でございます。屋根とかを支え、補強するこ
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とができる資材のようでございます。 

  

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。 

 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 資材置場用地  （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。 

  

藤島係長  議案第３号５番、譲渡人、お二人いらっしゃいます。持分２分の１住所・氏名

「○○・○○」、持分２分の１住所・氏名「○○・○○」、譲受人住所・氏名「○

○・○○」、権利種類「使用貸借」、土地の表示「鷹野２丁目〇〇番」、地目「田」、

地積「○○平米」、同じく「○○番」、地目「田」、地積「○○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５番についてご説明申し上げます。 

 譲渡人、譲受人、権利種類、土地の表示等につきましては、事務局と重なりま

すので省略します。また、現地につきましてもビデオどおりですので、省略させ

ていただきます。 

 （以降、申請人について説明） 

 今回、転用目的が住宅用地ということで、理由書が届いていますので読み上げ
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ます。 

 （理由書朗読） 

 利用計画につきましては、木造２階建て、建築面積〇〇平米、延べ床面積〇〇

平米、駐車スペース２台分、そのほか、物干しスペース、庭スペース、自転車置

場です。 

 隣地の同意はあります。 

 被害防除につきましては、北側は親族宅、南側は妻の実家のため、特に行いま

せん。西側、ブロック２段積み、これは隣が畑です。東側、ブロック３段積み、

雨水は雨水浸透ますからオーバーフロー分を、汚水は合併処理槽５人槽で処理

後、南側水路に排水とのことです。 

 その他、参考事項としまして誓約書あり。 

 （資金計画について説明）  

その他、開発許可要件として、都市計画法第３４条１２号「三郷市又は三郷市

に隣接する市の市街化調整区域内に１０年以上在住する者が、既存の集落に自己

又は自己の親族が所有する土地において行うもの」と。申請人の６親等内親族が

２０年以上在住です。 

 以上です。何ら問題ないと思われますが、慎重なるご審議をよろしくお願いし

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３号５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。 

  

 ５番 住宅用地  （全員賛成） 

  

議長  続きまして、議案第４号「農地法第３条第２項第５号に規定する別段面積の設

定及び公表について」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。 
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藤島係長  議案第４号１番、農地法第３条第２項第５号に規定する別段面積の設定及び公

表についてご説明いたします。 

 １、農地法第３条第２項第５号に規定する別段面積の設定及び公表について

（案）。 

 三郷市農業委員会は、三郷市内全域において農地法第３条第２項第５号に規定

する別段面積を設定せず、下限面積は農地法で定める基準どおり５０ａとし、こ

れを公表する。 

 案といたしましては、現行のまま特別に別段面積を設けることなく、農地法の

基準どおり下限面積を５０ａとすることで作成しております。 

 その理由といたしましては、１,三郷市内の農業経営において、５０ａに満た

ない零細な経営では生産性が低く、農業経営での自立が困難と想定されるため。 

 ２、農地利用状況調査において、遊休農地の割合が低いこととしております。

令和２年遊休農地では５．６８ｈａ、管内面積３１４ｈａですので、割合として

は１．７８％です。 

 なお、近隣市町の状況ですが、近隣の６市町ですけれども、八潮市が平成２９

年に３０ａの下限面積を設定しておりますが、ほかは三郷市と同じく５０ａでご

ざいます。 

 説明は以上で終わらせていただいて、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４号１番の説明が終わりました。ご意見、ご質問がありました

ら挙手にてお願いしたいと思います。 

 

  

議長  恩田委員。 

  

恩田委員  ２０１５年の農林業センサスって書いてありますが、たしか今年農林業センサ

ス、まだ結論が出ていないと思うんですけれども、その辺は分かり次第、農業委

員会のほうへ報告をお願いしたいと思いますが。 

  

藤島係長  ２０２０年農業センサス、調査しているのは皆さんご承知だと思うんですけれ

ども、調査結果については、令和２年１１月３０日までに内容を公表し、その後、

随時報告書を刊行する予定ですと農林水産省のホームページにはございました。

ですから、多分１１月３０日以降、随時結果が出てくると思われます。 

  

恩田委員  よろしくお願いします。 

  

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「農地法第５２条に基づく賃借料情報の提供について」

を上程いたします。 

 議案第５号１番につきまして、事務局に議案の説明をお願いいたします。 

  

藤島係長  それでは、議案第５号１番について説明いたします。 

 農地法第５２条に基づく賃借料情報の提供について（案）。 

 三郷市農業委員会は、三郷市内の農地に対する賃借料水準として、吉川市農業

委員会及び松伏町農業委員会が提供している賃借料情報を参考水準とし、このこ

とを賃借料情報とし提供する。 

 提供方法としては、市ホームページへ掲載するといたします。 

 続いて、内容についてご説明いたします。 

 お配りいたしました議案第５号関係資料を参考にご覧いただきたいと思いま

す。 

 農地法第５２条では、農業委員会は、農地の利用関係等の調整のために農地の

賃借料の情報を収集して、それを整理・公表することが定められています。平成

３１年１月から令和元年１２月までの１年間の農地法第３条による農地の賃借

権の設定金額について調べたところですが、この年の農地の賃貸借の農地法第３

条の許可の実績は１件もございませんでした。したがって、実績がございません。 

 なお、賃借料の情報の公開につきましては、全国農業会議所より手引が示され

ており、その手引書によりますと、三郷市の平均値として情報として公表するた

めには、基礎データの数が５件以上必要だということです。今回のように、これ

に満たない場合は、広域での賃借料情報の提供を行うこととなります。したがい

まして、本年も、従来と同様に、吉川市、松伏町の賃借料のデータを公表させて

いただきたく議案として上程いたします。 

 なお、実際の公開の方法としては、資料にありますように、三郷市農業委員会

のホームページ上で該当の農業委員会名をクリックすると、それぞれ農業委員会

の賃借料情報に飛ぶようになっております。 

 以上で、賃借料情報の提供について（案）の説明を終了いたします。ご審議の
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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５号１番の説明が終わりました。ご意見、ご質問がありました

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、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。 

  

議長  ここで暫時休憩といたします。 

 開会時間は３時ちょうどでお願いします。 

  

 【 15 分間暫時休憩】 

  

議長  それでは、再開をいたします。 

  

議長  ６番、その他に移らせていただきます。 

 まず、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。 

 篠田委員。 

  

篠田義昭  

委員 

①第１回環境行動推進事業実行委員会 

 ②環境フェスタ事業について 

 以上になります。 

  

議長  ありがとうございます。 

 そのほかございますか。 

 榎本委員。 

  

榎本委員  ①三郷市農業再生協議会通常総会 

 以上で報告を終わります。 
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議長 ありがとうございます。 

 そのほかございますか。 

  

 【挙手なし】 

  

議長  ないようでしたら、次のその他に移らせていただきます。 

  

  

 【挙手なし】 

  

議長  それでは、ないようですので、続きまして、事務局からの連絡事項ということ

でお願いいたします。 

  

羽ヶ崎事務局

長 

 ①施工状況調査票について 

 ②退任される委員から新任委員への事務引継ぎのお願い 

 ③農地利用適正化推進委員について 

 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。 

 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。 

  

羽ヶ崎事務局

長     

 ①三郷市農政審議会 ６月３０日 全員協議会室 

 以上でございます。 

  

議長  ありがとうございます。 

 以上をもちまして、今月の総会を閉会となります。 

 皆様、ご協力ありがとうございました。 

 本総会が、現任期最後の総会となります。５月に自主的な県外視察が予定して

いたわけですが、コロナ感染予防ということで中止となりました。そのために、

今回退任される委員の皆様より一言ずつご挨拶をお願いしたいと思います。 

 それでは、矢野委員、お願いいたします。 

  

矢野委員  どうもお世話になりました。（拍手） 

  

加藤委員  どうもいろいろとありがとうございました。（拍手） 

  

篠田匡章委員  いろいろとお世話になりました。（拍手） 

  

堀切委員  ３年間、お付き合いありがとうございました。（拍手） 
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藤田最適化推

進委員 
ありがとうございました。（拍手） 

  

議長  以上をもちまして終了となります。 

 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５件が許可相当、また、農地法第３条第２項第５号に規定する別段面積の設

定及び公表についてと、農地法第５２条に基づく賃借料情報の提供について、が

それぞれ承認されました。 

 審議等、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。３年間ご苦労さまでした。お

疲れさまでした。 

  

 


