
 

 

 

 

 

 

 

平成３０年第８回 
 

蓮田市農業委員会総会議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔日 時〕平成３０年８月２７日（月） 

 

 

〔場 所〕市役所３０４・３０５会議室 

 

取扱区分：公開 



 

平成３０第８回 蓮田市農業委員会総会議事録 

 

 

蓮田市農業委員会（議長）萩原和夫は、平成３０年第８回蓮田市農業委員会総会を市役

所３０４・３０５会議室において開催するにあたり、各委員を招集する。 

 

１ 開催日時  平成３０年８月２７日（月） 午後１時５５分 

 

２ 閉会日時  平成３０年８月２７日（月） 午後３時３０分 

 

３ 出席委員（１２人） ※番号は議席番号 

   １番 野口 勇     ２番 門井 隆      ３番 齋藤 重信 

   ４番 萩原 和夫    ５番 竹内 昭一       

               ８番 杉﨑 國昭     ９番 髙橋 建一 

  １０番 寺田 進    １１番  竹内 幸男     １２番 岩﨑 久  

  １３番 篠﨑 明   １４番 齋藤 博司        

   

４ 欠席農業委員（２人）  ６番 原田 順一   ７番  政広 

 

５ 出席推進委員（５人） ※（）内は担当地区 

              （平野）山口 実   （黒浜）澁谷 秀男 

  （黒浜）山本 寿一   （蓮田）常見 淳   （蓮田）山口 惠司 

 

６ 欠席推進委員（１人）   （平野）石井 正孝 

   

７ 議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

  第２ 議案第１号 農用地利用集積計画による利用権設定について（貸借関係） 

          議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請の許可について 

          議案第３号  農地法第５条第１項の規定による許可申請の許可について 

          議案第４号  農用地利用集積計画による利用権設定について（貸借関係） 

     報 告 １ 農地法第３条の３第１項の規定による届出の受理について 

報 告 ２  農地法第５条第１項第６号の規定による届出の受理について 

報 告 ３  農地法第１８条第６項の規定に基づく通知について 

報 告 ４  農地改良等に係る届出書の受理について 

 

 

 

 



８ 出席した農業委員会事務局職員（３人） 

    事務局長    柴田 賢次 

   事務局主査   増田 仁子  

   事務局主事   安西 拓也 

 

９ 傍聴人（０人） 

  なし 

 

１０ 会議の概要 

   

 開 会 

 

（事務局長） 

ただいまから平成３０年第８回蓮田市農業委員会を開催したいと思います。開会に先立

ちまして萩原会長からご挨拶お願いします。 

 

（会 長）―会長挨拶― 

 

（事務局） 

ありがとうございました。以降の進行につきましては、会議規則に基づきまして、萩原

会長、よろしくお願いいたします。 

  

（議 長） 

 それでは、議長の座を務めさせていただきます。着座にて進めさせていただきますので

よろしくお願いいたします。 

本日の議事に入ります前に、平成３０年１月２５日に開催をした平成３０年第１回農業

委員会の総会の公開の会議録案及び平成３０年７月２５日に開催いたしました平成３０年

第７回農業委員会総会の会議録案について皆様方に事前に送付をさせていただいています。

委員の皆様方においては、確認していらっしゃることと思います。修正個所がある場合は、

この場で修正をして署名をいただき、議事録とさせていただきます。委員の皆様、修正箇

所がありますでしょうか。それでは、どなたかいらっしゃいますでしょうか。あった場合

は挙手をしてお願い申し上げます。よろしいでしょうか。 

 

（委 員） 

異議なし。 

 

（議 長） 

よろしいですか。それでは無いようでございますので、第７回農業委員会の会議録につ

いては、私の署名に続きまして●●番●●●●委員さん、●●番●●●●委員さんに署名

をお願いしたいと思います。 



それでは、本日の出席状況につきまして報告をいたします。●●番●●●●委員さん、

●●番●●●●委員さんより欠席する旨の報告がありましたのでご報告いたします。従い

まして、出席の委員は１４名中１２名ということで、総会に必要な定数に達しております

ので、本日の総会は成立といたします。また、推進委員さんは、●●●●推進委員さんよ

り欠席の旨の報告がありました。出席者は５名となります。 

次に本日の会議の議事録の署名人の指名をいたします。●●番●●●●さん、●●番●

●●●委員さんにお願いを申し上げます。 

それでは、ただいまから議事に入ります。本日の提出の議案は、事前に配布の資料の通

りでございます。農地法の法令の許可に関する議案は、議案第１号から議案第３号までと

なります。報告の案件は、報告１から報告４となります。 

それではただいまから順次議題といたします。総会の資料でございますが、番号の方が

ふっておりませんので、ご了承いただきたいと思いますが、まずは、議案第１号農用地利

用集積計画による利用権設定について（貸借関係）でございます。それでは議案第１号の

内容につきまして事務局より朗読の方よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） ― 議案第１号、議案書朗読 ― 

  

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは、議案第１号の番号１について担当地区の委

員の方からご説明の方、よろしくお願いいたします。また、再設定の番号２から番号１０

までは説明を省略したいと思います。それでは、説明をよろしくお願いします。 

 

（事務局） 

 議案第１号番号１について、説明をいたします。借人●●●●さんはこちらの土地で、

４年前くらいからこちらの土地で新規就農をするということで農業を開始しております。

今年に関しては、給付金を貰う関係で、今回利用権の設定を●●●●さん、●●●●さん

から土地をお借りして利用権を設定しております。以上です。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。議案第１号の番号１については、ただいまの事務局の説明の通

りでございます。ただいまの説明の内容について、ご質問またはご意見等ございますでし

ょうか。 

 

（委 員） 

異議なし。 

 

（議 長） 

はい、よろしいですか。質問がないようでございますので、採決をいたします。議案第

１号の再設定分を含めて番号１から番号１０について、承認することに賛成の方挙手をお

願いいたします。全員の方、賛成でございます。よって議案第１号につきましては承認を



いたします。 

続きまして、３ページ目でございます。議案第２号、農地法第３条の第１項の規定によ

る許可申請の許可についてでございます。事務局の方で朗読をお願いします。 

 

（事務局） ― 議案第２号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

ありがとうございました。議案第２号の番号１につきまして、担当の委員の方から説明

をお願いいたします。 

 

（委 員） 

まず場所の方につきましては、補足の方の現地案内図の方を見ていただきたいと思いま

す。場所はですね、旧１２２号線、岩﨑食品工業のところを蓮田中学校方面に上っていた

だきまして、約１００メートル行ったくらいですか、そうすると右折いたします。それで

見沼用水の方へ向かって行きますと今回の場所になります。以前●●●●さんということ

で申請があった場所となります。地番の通り行きますと真っ直ぐ見沼用水の方に向かって

行きまして、すぐの場所になります。それでですね、ちょうど今回●●●●さんの方、以

前にも住宅の申請がありましたけど、そこの農地のすぐの場所になります。ちょうど、裏

の公図の①を見ていただきますと分かります。●●●●が●●●●さんの方の以前の申請

用地、住宅ですね、それの隣の畑になります。隣の畑が●●●●さんですか、ちょうど一

部、●●●●さんの方に入っている土地がありまして、この部分を●●●●さんの方から

●●●●さんの方に売買という形になっております。昨年の２月頃から話がございまして、

今回の申請に至った状況です。事務局の方から何かありましたら、お願いします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは、事務局より補足がありましたらお願いしま

す。 

 

（事務局） 

 番号１について、補足をいたします。場所は推進委員さんからあった通りでございます。 

議案第２号補足説明資料をご覧ください。補足説明資料の下限面積要件ですが、自作地４,

８３２㎡、申請地１１３㎡、合計４,９４５㎡ということで、４０アールの下限を満たして

おります。全部効率利用要件ですが、申請地を含めて保有地はすべて耕作若しくは自己保

全管理をされています。その中でですね、資料の中の農地台帳を見ていただきたいんです

が、農地台帳の中に２筆、中間管理の方に貸し出されている農地がありますが、こちらの

方は事業として成り立っておりますので、問題はないかと思われます。地域との調和要件

です、現況畑、取得後の計画も畑ということで問題ないかと思われます。農作業従事要件

ですが、農作業に従事している人数は４名で、すべて足しても年間１５０日以上達してい

るということで、こちらの方も問題はないと思われます。以上です。 

 



（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第２号の番号１については、ただいま担当委員さ

ん、また事務局の補足説明の通りでございます。ただいまの内容につきまして、ご質問ご

意見等ございませんでしょうか。 

 

（委 員） 

 これは、補足説明資料について事務局に聞きたいんですけど、農地基本台帳にですね、

１ページ目ですか、その中の１番、世帯員および就業の欄がありますね。その中からで、

１番の●●●●さんが世帯主で、後継者いないって書いてあるんですけど、これはこの通

りで良いんですか。 

 

(事務局) 

 はい、ご本人が営農状況調査に書いてきている内容が記載されています。 

 

（委 員） 

 後継者がいなくて土地を増やすって何かちょっと。 

 

(事務局) 

 実際のところは、こちらの農地は隣にあります、●●●●の畑も保全管理の状態なので、

おそらく保全管理のまま行くんじゃないかと思うんですが、ただ申請書の方には耕作する

という内容であがってきておりますので、嘘でしょというわけにもいかないので、おそら

く耕作されていくということを踏まえてこちらの方には出ております。 

 

（議 長） 

 他にはありますでしょうか。 

 

（委 員） 

 異議なし。 

 

（議 長） 

はい、質問がないようでございますので、採決をいたします。議案第２号の番号１につ

いて承認することに賛成の方、挙手をお願いします。はい、全員の方賛成であります。よ

って、議案第２号の番号１について承認することにいたします。 

 続きまして、議案第３号、農地法第５条の第１項の規定による許可申請の許可について

でございます。事務局の方で朗読をお願いします。 

 

（事務局） ― 議案第３号、議案書朗読 ― 

  

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは、議案第３号の番号１について担当地区の委



員の方からご説明の方、よろしくお願いいたします。 

 

（委 員） 

 場所は補足説明に書いてある通りでございます。１２２号を菖蒲方面に下って行って根

金交差点の２００メートルくらい手前に平野梨選果場がございます。選果場のところを市

役所の方から行きますと右折して入って６０メートルくらい入った左側です。隣が譲受人

の●●●●の配送センターになっております。現地は草は少々生えておりますが、事前着

工等の違法行為はございませんでした。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。補足ありましたら事務局からよろしくお願いします。 

 

（事務局） 

番号１について、補足をいたします。場所については、ただいま●●●●委員さんから

あった通りでございます。転用筆数は３筆、面積は１９５９㎡であり、農振農用地区域外

の農地でございます。 

農地区分でございますが、こちらの農地は、第１種農地、第３種農地のいずれにも該当

せず、小集団の生産性の低い農地ですので第２種農地になります。 

申請内容については、従業員用駐車場でございます。先月農地法５条許可申請の取り下

げの報告をしました案件でございます。先月、●●●●のみで申請を受け付けましたが、

その後にお隣の●●●●の地権者の方とも売買の交渉が済んだということで、一度取り下

げをしていただき、今回３筆まとめて申請を受け付けました。 

申請者である●●●●さんは昭和６２年に設立しまして、●●●●でございます。申請

に至った経緯といたしましては、現在利用している駐車場敷地の一部に借用地、借りてい

る土地がございまして、今回、そちらを返還する運びとなったため、その不足分を補うも

のとして申請があがっております。現在利用している敷地は、●●●●さんの本社の敷地

内に１６台分、また国道沿いの、案内図の方にもありますけれども、１２２号線沿いの専

用駐車場に７台分を会社が所有し利用しております。そのほかに●●●●の敷地の一部を

借りて約２０台分を使用しておりましたが、今回こちらの●●●●の敷地を返還すること

となりました。 

新たな駐車場敷地の予定台数は２６台分を確保しておりまして、その中で業務で使用す

るパレットやバッテリー置き場を設けております。現在は会社敷地と申請地の間にフェン

スがございますが、こちらは撤去して、許可が下りた暁には本社の敷地、会社が建ってい

る敷地と一体として利用をするということです。 

 資金計画については、自己資金と金融機関からの借り入れで対応するということです。

金融機関の融資証明書も添付済みです。また排水計画については、汚水等は発生せず雨水

については、こちら全面砂利敷きですので、宅内浸透処理でございます。新規の建築物を

伴わないので、開発の申請は不要でございます。現地については、きれいに整地されてお

り違反等はございませんでした。以上補足説明といたしまして、皆様のご審議の程、よろ

しくお願いいたします。 



 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第３号の番号１については、ただいま担当委員さ

ん、また事務局の補足説明の通りでございます。ただいまの内容につきまして、ご質問ご

意見等ございませんでしょうか。 

 

（委 員） 

 今駐車場を借りて何台か停めてあるわけですけど、この駐車場を返還することとなった

ということは、向こうの意向であるのか選果場の方から使用を止めてもらいたいという意

向なのか、その辺分かりましたら教えてください。 

 

（事務局） 

 どちらの意向からという点は分からないのですが、申請者の●●●●さんからすると、

●●●●で車を置いて一緒にパレットやバッテリーも置いていたんですけれども、出入り

がすぐに出来てしまうことから、近年、パレットやバッテリーの盗難が多く発生し、そう

いうのに困っていて今回お返しするという話になったようです。 

 

（委 員） 

 分かりました。 

 

（議 長） 

 他にはよろしいですか。 

 

（委 員） 

 異議なし。 

 

（議 長） 

 はい、質問がないようでございますので、採決をいたします。議案第３号の番号１につ

いて承認することに賛成の方、挙手をお願いします。はい、全員の方賛成であります。よ

って、議案第３号の番号１についても承認することにいたします。続きまして、議案第３

号の番号２について、担当地区委員さんよりご説明をお願いします。 

 

（委 員） 

 はい、ご説明いたします。場所は１２２号を下って行きまして閏戸交差点を過ぎてカイ

ンズホームを過ぎて、次の押ボタン信号のところを右へ入って行きますと丁字路に突き当

たります。それを右に曲がって行きますと、３００メートルほど行きますと福山通運の社

宅がございます。ここの裏側の道路を入って行った右側の土地です。現場は草は生えてま

したけど、何か作ってあるなという感じはしています。事前着工等はありませんでした。

以上です。 

 



（議 長） 

 はい、ありがとうございました。補足ありましたら事務局からよろしくお願いします。 

 

（事務局） 

 番号２について補足をいたします。場所についてですが、先ほど●●●●委員さんから

あったとおり、福山通運株式会社大宮支店さんのすぐ東側の土地でございます。転用筆数

は１筆、面積は５７２㎡であり、農振農用地区域外の農地でございます。 

 農地区分でございますが、こちらの農地も第１種農地、第３種農地のいずれにも該当せ

ず、小集団の生産性の低い農地ですので第２種農地でございます。 

申請内容については、資材置場の申請でございます。申請者である●●●●さんは、平

成５年に設立いたしまして、●●●●です。申請に至った経緯といたしましては、元々市

街化区域内の関山の方で地目山林の土地の一部を借りて資材置場を利用しておりましたが、

周辺の宅地化が進みまして、近隣住民から砂塵が舞うなどといった苦情を長く受けており

今回、やむを得ず山林の土地から立ち退きをし、本社近くで近隣の理解を得られる土地を

譲り受けることができたので今回の申請に及びました。 

置かれる資材については、主に重機と廃材でございます。所有する重機については、３

トンダンプカーが２台、軽トラが２台、軽ワゴン車が２台、ユンボが３台、ロードローラ

ーが１台でございます。廃材については、業務上発生するアスファルトガラ、コンクリー

トガラは最大約５トン、砂、砂利等は最大約１０トンが置かれる予定でございます。また、

申請地は主に畑で囲まれている土地ですので、境界には防護柵等を設置するものとなって

おりまして、周辺農地の営農に支障はないものと思われます。 

資金計画については、全額、自己資金で対応し、汚水等については、計画に汚水雑排水

は発生せず雨水については、宅内浸透処理でございます。新規の建築物を伴わないので、

開発の申請は不要でございます。現地については、申請当初は車が置いてあったり、畳が

積まれていましたが、補正期間中にすべて撤去されておりまして、農地法違反等はござい

ませんでした。以上補足説明といたしまして、皆様のご審議の程、よろしくお願いいたし

ます。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第３号の番号２については、ただいま担当委員さ

ん、また事務局の補足説明の通りでございます。ただいまの内容につきまして、ご質問ご

意見等ございませんでしょうか。 

 

（委 員） 

 この面積であんだけの車両とか置けるんですか。 

 

（事務局） 

 頂いている配置図の中ではそのように利用するということと、あとは自宅の敷地に置け

るものは置くと話を伺っております。 

 



（委 員） 

近隣、周りは畑なんだよね。だから、はみ出したりしてまた苦情やら来るんじゃないかな

と思って。 

 

（事務局） 

 はみ出さないようにということで防護柵を設置するのと、みどり環境課さんの方からも

隣に一か所だけ宅地がございますので、そういう付近には廃材等を置かないように、トラ

ブルの防止としてなるべくそういうところからは離して置いてくださいという指導はさせ

ていただきます。 

 

（委 員） 

 福山さんの裏は住宅も結構あるものですから、これからそういう車両の出入りとか増え

るんですよね。 

 

（委 員） 

 譲渡人は東京の人なんだね。 

 

（委 員） 

 これおそらく相続で。 

 

（議 長） 

 他にありますか。 

 

（委 員） 

 近隣の理解を得られることを条件として、土地を探した結果であるから、ある程度は話

してあるんですよね。多少心配はあるけど、反対というわけにはいかないですね。 

 

（事務局） 

 ●●●●さんからも直接近隣の住民の方にもお話を事前にしてから申請を受け付けてお

りますので、●●●●さんが来るということは理解されていると思います。 

 

（議 長） 

 他にありますか。 

 

（委 員） 

 異議なし。 

 

（議 長） 

 はい、質問がないようでございますので、採決をいたします。議案第３号の番号２につ

いて承認することに賛成の方、挙手をお願いします。はい、全員の方賛成であります。よ



って、議案第３号の番号２について承認することにいたします。続きまして、議案第４号

でございますが追加議案でございます。皆様方のお手元に１枚の紙がありますか。よろし

いですか。それでは、議案第４号、農用地利用集積計画による利用権設定について（貸借

関係）について事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局） ― 議案第４号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございます。補足説明を事務局よりお願いします。 

 

（事務局） 

 はい、こちらの案件についての補足説明をいたします。皆様に議案をお送りした後にこ

ちらの更新の手続きにまいりましたので、今回、追加議案として提出をさせていただきま

した。こちらに関しては更新の内容となっております。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございます。議案第４号につきまして、補足説明のとおりでございま

す。何かご意見ご質問ございますでしょうか。 

 

（委 員） 

 地目山林となっているんですけど、さっきも渋谷弘さんが地目山林で、これは農業委員

会絡むんですか。 

 

（事務局） 

 地目山林であっても現況が畑ということで、こちらをお使いになっているということで、

そういう場合は現況重視ということで農業委員会の方でやっていくものになります。 

 

（委 員） 

 税金と同じで、農地であっても駐車場で使っていると、それと同じような感覚ですね。 

 

（事務局） 

 そうですね、実際登記が農地以外で現況畑で農転が必要かどうかと言ったら現況重視で

現況が畑だったら農転はしてくださいという指導になりますので、それと同じような感じ

ですね。 

 

（委 員） 

 そうすると、例えばそこに家を建てたい場合は農業委員会に申請しないといけないんで

すか。山林であっても。 

 

（事務局） 



 はい、現況が畑であれば。 

 

（委 員） 

 現況畑ということは、税金上畑にしているんですよね。はい、分かりました。 

 

（委 員） 

 今までそういうのありましたか。 

 

（委 員） 

 ないですね。 

 

（委 員） 

 山林のままで作っている人はいっぱいいる。 

 

（事務局） 

 農地台帳に載ってなかったとしても、現況畑でお使いになっている場合には、農地転用

が本来であれば必要になるんですが、住宅メーカーさんですとか、そういった方々が調べ

て地目上山林になっていると農転必要ないんだなとスルーされてしまうことが多いのであ

がってきてないということだと思います。 

 

（委 員） 

 やめちゃった場合、畑をやめた場合は、平成３３年９月３０日がおしりになってますけ

ど、やめっちゃって畑をやめますと言った場合はまた元の山林に戻っちゃうんですか。 

 

（事務局） 

 もうお使いにならないで、そこの農地が山林の状態になってくれば山林になってくるん

だと思うんですけど、課税上は税務課の方で確認をして課税の変更になってくると思うの

でその辺もいつのタイミングで変わってくるのかというのは。 

 

（議 長） 

 よろしいですか。他にありますか。それでは質問がないようでございますので、採決を

いたします。議案第４号の番号１について承認することに賛成の方、挙手をお願いします。

はい、全員の方賛成であります。よって、議案第４号の番号１について承認することにい

たします。それでは議案の方が終わりまして報告となりますので、暫時休憩をいたします。

よろしくお願いいたします。 

 

― 休憩 ― 

 

 

（議長） 



 それでは、１５分の休憩時間も経過いたしましたので、会議の再開をさせていただきた

いと思います。次に報告事項に入ります。報告１から報告４について事務局より説明をお

願いいたします。 

 

（事務局） ― 報告１～４朗読 ― 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。ただいま事務局の方から朗読と説明がありました。それでは

事務局長の方から。 

 

（事務局） 

 報告４につきまして、補足説明させていただきますけれども、数ヶ月前にですね、川島

の方で病院ができる案件があったと思うんですけど、病院の周辺の全て農地でございます。

田んぼから畑ということで農地改良なんですけれども、病院を造成したときに発生した残

土と言いますか、そういったものがあるんですけれども、良質な土だということで、周辺

のですね、田んぼのところに残土を均しまして、農地改良するということの案件でござい

ます。これは届け出になっていますけれども１,０００㎡以上の面積だと許可要件になるん

ですが、各所有者毎に申請しますと全て１,０００㎡未満となってしまうので届け出の受理

というものになります。以上補足説明です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。以上、補足説明ありましたけれども、報告 1から４に

ついて何かご意見ご質問ありますでしょうか。 

 

（委 員） 

 はい、今の局長の話にあったですね、報告４の関係ですが、去年の１０月の総会の時に

出た案件絡みのことでですね、私が受け持ったものですから申し上げたいんですけれども、

川島橋の近くで診療所と調剤薬局を作るということで農転をかけて許可を得たものでござ

います。その時がですね、５,３７８㎡あってですね、地主が８名いたんですね。結構難し

い案件だったと思いますが、それが転用許可されて造成工事中でございます。７筆、田畑

転換する土地ということで、面積はですね、ちょうど合計して２,５００㎡になるものです

ね。地主が６名おりまして、先日そのうちの１人からお話を伺いました。地主の方から言

われたことはですね、局長がおっしゃったようにですね、建設用地の造成に伴いましてで

すね、隣接農地との高低差ができてしまった。そうすると低いところにどうしても冠水し

ます。その冠水を防止するために造成工事の現場から残土が出るということで、それを使

って埋め立てをするということですね。それで、その地主の方からすれば、農作物の生育

にですね、適した耕作土になるということで、その辺の施工業者には申し入れしてあると

いうことでした。それで元々この土地はですね、地目は田んぼになっておりますが、つい

３、４年前はですね、黒浜そばの会の関係で、そばを栽培していた土地ですから畑として

の利用条件は良い土地かなと思います。低くなったからたまたま工事現場の残土を利用す



るということじゃないかなと思います。それでここでの事業者ということで●●●●の名

前が出てるんですが、私細かく聞いたわけではないんですが、この工事を請け負っている

会社なんですけど、群馬県にある●●●●なんですね。その下請け会社がこの●●●●で

はないかなと思っております。地権者と事業者それぞれ連名で農地改良の届け出をする案

件になっているのではないかと思います。それで今も急ピッチで進めているようでござい

ますが、聞くところによりますと、１１月１日のオープン開業を目指してですね、保健所

の許認可を受けるという話らしいです。確かに土砂を埋めたりだとか盛り土ということで、

考えは色々あるかと思うんですけど、耕作者にとっては、低いところに基準に合った盛り

土をするのでやむを得ないのかなという考えを持っております。ただこういう案件が珍し

いので、色々疑問が生じたり意見なんかもあるんじゃないかと思います。ただ許可案件じ

ゃなく報告ということで、届け出をするということでしょうから受付したら通っちゃうの

かと思います。まとまりませんが、以上意見と言いますか、感想をまじえた話をさせてい

ただきました。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。何か報告事項につきまして何か他にご意見ご質問あり

ますでしょうか。 

 

（委 員） 

 ６番の●●●●さんのところですけど、畑になってるんですね。●●●●、畑だから田

んぼじゃないですからこのまま書かなくても良いのかなと思ったんですけど。 

 

（事務局） 

 この１筆だけが畑となっております。 

 

（事務局） 

 ●●●●推進委員さんからお話ありましたけれども、おっしゃる通りで、ただ畑から畑

というのも土を盛り土すれば農地改良になるので、ここに入れさせてもらってます。 

 

（委 員） 

 そういうことですか。 

 

（委 員） 

 田んぼになっている土地がほとんどなんですけれども、●●●●というのが、●●●●

さんの図面があるので見させてもらったんですけど、道路際なんですよね。それで、前に

これの下の方に仕事に行った時にこれ全部田んぼになっているところに昔嵩上げしたって

聞いたことあるんですよ。もう何年、ここに仕事に行ったのは１５年くらい前なんですけ

ど、その前にやったってことですから２０年くらい経つのかもしれないですけど、ただ何

年にやったということは私にも分かりません。ただここが田んぼになっているところを今

の言葉で言う農地改良、でも地目は田んぼになっているんですよね。田んぼになってるん



ですけど、その田んぼになってた時と畑になってた時で畑と田んぼの差がありすぎたんじ

ゃないですか。そういう話を聞きまして、名前はちょっと申し上げられないですけど、一

番下の方まで行くと結構土盛りしたらしいです。何年にやったかは分からないですけど。

そのあとそばなんか作ってるのを見まして、そば作ってるんですねと言ったら、一応田ん

ぼなんですけど、嵩上げして、元々ここ田んぼでも水はけの悪い土地でコンバインとか入

らなかったんですよね。そんなんである業者が来たんでここを埋めましたという話を聞き

ました。以上です。 

 

（議 長） 

 その他ありますか。よろしいですか。特に質問がないようですので報告事項の方は、お

わらせていただきます。以上で本日の議案の審議及び報告事項は全て終了いたしました。

その際、その他ということで委員さんからご意見があれば、挙手をお願いします。はい。 

 

（委 員） 

 先日、蓮田馬込地区の農地パトロールをしまして、かなり水路および排水路の方が壊れ

ている箇所が出てきていると。水が下流域まで流れていない、流れが奥の方まで行かない

ようなことを言われたんです。そこの水がどうしても量が多くなっちゃうと越水しちゃっ

てまた田んぼにはいっちゃうような場所があったんで、できれば予算を出していただいて、

そういう工事の方をやってもらうと地元も良いのかなと思うので、予算措置を農政課さん

の方でしてもらいたいなと思って発言しました。 

 

（事務局） 

 今のお話は農政課の方にお話しします。また直接●●●●委員さんの方にもお話しさせ

ていただきます。 

 

（議 長） 

他にはよろしいですか。それでは特に質問がないようでございますので、総会を閉じさ

せていただきます。委員の皆様方の慎重なるご審議等ご協力いただきまして、まことにあ

りがとうございました。 


