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蓮田市農業委員会総会議事録 
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〔日 時〕平成３０年１２月２５日（火） 

 

 

〔場 所〕蓮田市役所３０１会議室 

取扱区分：公開 
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平成３０第１２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１２回蓮田市農業委員会総会を蓮

田市役所３０１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１２月２５日（火） 午後２時００分 

 

２ 閉会日時  平成３０年１２月２５日（火） 午後２時５０分 

 

３ 出席委員（１４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     ６番 原田 順一 

   ７番  政広    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（０人）      

   

５ 出席推進委員（６人） ※（）内は担当地区 

  （平野）山口 実   （平野）石井 正孝  （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（０人）    

   

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 

     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４条第１項第７号の規定による届出の受理について 

報 告 ３  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 ４  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報 告 ５  農地法第５２条に基づく賃借料情報の提供について 

報 告 ６  農地法に基づく許可事項の常設審議委員会の意見について 
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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１２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、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１１月２６日、月曜日に開催いたしました平成

３０年第１０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） 

 はい、６枚目の裏なんですけど、真ん中頃、３００メートルほど行きます所に長崎と書

いてありますけど、長崎園です。園という字を加えていただきたいんですけれども。６枚

目裏の中間頃。 

 

（議 長） 
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 はい、他にはありますか。 

（委 員） 

 次からページをふっておいてください。 

 

（議 長） 

 はい、他にはありますか。 

 

（事務局） 

 はい、事務局から１点なんですけれども、１枚目の裏、５番出席委員さん、欠席者の方

いらっしゃらないので５人ではなく６人に訂正をお願いします。 

 

（議 長） 

 はい、他にはありますか。それでは、休憩時間に議事録の方を直しまして、お願いした

いと思います。先ほど、平成３０年第１０回と申し上げてしまいましたけれども、第１１

回農業委員会総会の会議録でございます。 

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。欠席者はなく委員全員の方

の出席をいただいております。従いまして本日の総会は成立いたします。また推進委員さ

んにも席者はなく６名全員の出席をいただいております。 

次に本日の会議の議事録の署名人の指名をいたします。●●●●、●●●●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号のみです。また報告の

案件は、事前に配布した報告１から報告５となります。お手元に配布した追加報告は報告

６でございます。 

それではただいまから順次議題といたします。２ページの議案第１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。 

 

（委 員） 

 はい、議案第１号の番号１の説明をしたいと思います。まず場所なんですけれども、説

明書の裏側にある地図を広げてもらいまして、場所は１２２号バイパス閏戸交差点を左折

していただきまして約１キロちょっと行きますと、小さい十字路なんですけれども、右が
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花水木作業所ですか、ここのところを左折していただきまして、ここには載ってないんで

すけども、左折していただきますと、真ん中の方に、公図の２-７というのにぶつかると思

うんですけど、ここを入っていただきまして、ここクランクになってまして、また北の方

に進んでもらいまして５０メートルくらい、そうすると右に右折していただきまして２軒

目ですか、砂利道なんですけどそこを左に曲がっていただいて、ここ●●●●て書いてあ

るんですけど、分かるでしょうか、ここの前です。現在柿の木とかちょっとした野菜が作

ってありまして他は草が少々生えてます。ここをですね、●●●●、公図の２の手前の空

き地があると思うんですけど、そこでトマト栽培を何年か前、３年目になるのかなと思う

んですけど、そこの会社の方でですね、説明書の申請理由にも書いてあるんですけども、

トマト栽培をやっている●●●●の従業員の休憩所ということで取得した訳なんですけ

れども、ある程度は寝泊まりができる状態なので、もしものことがあった場合は暖房器の

故障とか、ここに誰か常駐していた方がいいんじゃないかということを言われまして、そ

れならこの辺に土地があるなら見つけたほうがいいですよと言ったら井沼的場の土地が見

つかりまして、不動産屋の方から紹介があったと聞きましたけれども、そこを買いまして、

前の畑を駐車場にしたいということなんですよ。理由としてはここに書いてある通りなん

ですけど、他にですね、ハウスの前に直売所を作りたいという話があるらしくて、そのた

めに、あそこで今従業員の駐車場として使っている所にやる訳なのでできたらここを駐車

場にしたいということを聞いております。以上です。 

 

（議 長） 

 事務局より何かあればお願いします。 

 

（事務局） 

 番号１について、補足をいたします。場所についてですが、ただ今●●●●からお話が

ありました通りでございます。転用筆数は２筆、面積は１７９㎡でございます。井沼的場

地区については農振農用地区域内に含まれ通常、除外申請からになりますが、こちらの農

地は昭和４３年６月２６日に農地法第５条の許可を受けている土地でございまして、昭和

４８年の農振法の農用地区域の計画に含まれていない土地でございます。それについては、

農政課で発行される告示以前証明で確認しておりますので、除外申請なく今回の農地転用

の申請に及んでおります。 

 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。 

 申請内容についてですが、申請者は市内大字井沼に本社を置く農作物の栽培・加工を事

業とする法人でございます。目的については駐車場でございまして、利用台数は６台分で

ございます。今回、申請者である●●●●が、公図をご覧いただきますと、当該地北側の

●●●●、案内図で申し上げますと●●●●ですね、こちらは●●●●なんですけれど

も、●●●●が取得しまして、従業員の宿泊施設とする計画がある中で、宿泊者用の駐車

場が必要となるため、今回の申請に至りました。宿泊施設及び駐車場の利用者については、
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申請人である●●●●の従業員とその関連会社である●●●●という会社の従業員でご

ざいます。従業員６人分すべての車検証の写しも添付済みです。 

資金計画についてですが、全額、自己資金で対応するということでございます。金融機

関の発行する預貯金残高証明も確認済みでございます。 

汚水・雑排水については、駐車場利用でございますので発生しません。雨水については、

敷地内浸透処理でございます。 

開発の申請については、許可不要案件でございます。現地については、野菜が少し作っ

てある程度で、保全管理状態であり、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１号番号１については、担当委員さん、また事

務局の説明の通りでございます。ただいまの説明について、ご意見ご質問ございますでし

ょうか。 

 

（委 員） 

異議なし 

 

 

（議 長） 

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

番号１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。はい、全員の方、賛

成でございます。よって議案第１号番号１につきましては承認をいたします。それでは、

議案第１号番号２でございます。担当地区委員さんの方から説明をお願いします。 

 

（委 員） 

 はい、説明をいたします。まず場所から、国道１２２号線を下って行きますと、閏戸交

差点を過ぎて約５、６００メートル行きますと、●●●●という会社がございます。その

前の押しボタン信号式の所を右折して２００メートルくらい行くと丁字路がありますので

そこを右折しますと、●●●●があります。●●●●の反対側の路地を右折しまして１

５０メートルくらい行った左側の土地でございます。現地が雑草が我々の腰くらい生えて

いました。一部何か耕作した跡がありました。事前着工等の違反はありませんでした。以

上です。 

 

（議 長） 

 事務局より何かあればお願いします。 

 

（事務局） 
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 番号２について、補足をいたします。場所についてですが、ただ今●●●●からお話が

あった通りでございます。●●●●の南東側が今回の申請地でございます。転用筆数は２

筆、面積は２９１．９３㎡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種農地になります。 

 申請内容については、住宅建築の申請です。申請者は現在、都内で親と同居しておりま

して、今後現在の居宅に●●●●予定でございまして、家が手狭になることから、申請人

の●●●●様が都内から出て●●●●が所有する土地に住宅を建築することになったも

のでございます。 

資金計画については、全額、●●●●からの融資で対応するものでございます。●●

●●の融資承諾書と預貯金残高証明書を確認済みです。 

汚水等の処理については、合併浄化槽を設置しまして、前面の道路側溝に接続する計画

です。雨水については、宅地内浸透処理でございます。 

開発の許可見込みについては、先日１８日に建築指導課から許可見込みありと合議を頂

いております。現地については、こちらも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１号番号２については、担当委員さん、また事

務局の説明の通りでございます。ただいまの説明について、ご意見ご質問ございますでし

ょうか。 

 

（委 員） 

異議なし 

 

（議 長） 

 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１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１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１

号の番号３について担当委員さんよりご説明をお願いします。 

 

（委 員） 

 私から説明させていただきます。補足説明資料議案第１号③現地案内図をご覧ください。

土地の所在なんですが、県道蓮田杉戸線がですね、元荒川にかかります川島橋からすぐそ

ばにございます。●●●●に位置しています。こちらの案件ですが、●●●●の●●●

●の農地一時転用にかかるものでございます。転用対象農地の隣地、図面上●●●●にな

っていますが、これは今年の１０月第１０回の総会で蓮田サービスエリアの建設工事のた

めの駐車場を作るための一時転用の案件として出され承認許可されたものであり、この●
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●●●と隣接してます。先日土地所有者の●●●●にお話を伺いに行きました。●●●

●がおっしゃるには、●●●●から請け負った業者の工事用仮設事務所と駐車場として使

いたいとのお話があったそうで、これを承諾したとのことです。その結果今回の５条許可

申請にいたったものでございます。転用期間ですが、１０か月であります。●●●●は工

事完了後は現状回復の上、返還してくれるように申し入れをしてあるとのことです。また

転用対象地にはトイレを設けるとのことですが、このトイレは仮設トイレとなりますので、

浄化槽使用に伴います排水処理の問題は生じないと思われます。申請者の●●●●なんで

すが、この会社は公共の街路樹や緑地管理業務などを主として手がける造園土木会社でご

ざいまして、●●●●から東北自動車道蓮田サービスエリア新上り線造園工事のですね、

今年の１０月２５日に一般競争入札によりまして、落札されたとのことでございます。こ

の土地の現在の状況なんですが、農地として良好に保全管理されており、事前着工等はご

ざいません。以上何かございましたら事務局にお願いします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは事務局で補足説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 番号３について、補足をいたします。場所についてですが、ただ今●●●●からご説明

があった通りでございます。転用筆数は１筆、面積は８９２㎡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、さいたま市岩槻区の方まで１０ヘクタール

以上の農地が広がる第１種農地でございます。 

 申請内容についてですが、申請人は千葉県千葉市に本社を置く造園業を主とする法人で

ございます。 

目的については、蓮田新サービスエリアの敷地内の植栽工事の進捗に伴い一定期間、仮

設現場事務所の設置及び従業員用の駐車場として一時転用するものでございます。期間は

許可後から１０か月、来年の１０月３１日までに現況復旧する内容で復旧計画書も確認し

ております。 

資金計画についてですが、全額、自己資金で対応するということでございます。金融機

関の発行する預貯金残高証明から資力を確認済みでございます。 

汚水・雑排水については、汲み取り式の仮設トイレを設置するものとなっております。

雨水については、敷地内浸透処理でございます。 

駐車場の利用部分については土木シートの上に鉄板を敷いて利用する計画でございます。

砂利等の埋め立ては伴わないのでみどり環境課の取り扱いである土砂条例の届け出は不要

であることを確認済みです。 

開発の許可申請については、許可不要案件でございます。現地については、保全管理状

態であり、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。 
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（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第１号番号３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） 

 異議なし。 

 

（議 長） 

よろしいですか。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１号の番号３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

賛成でございます。よって、議案第１号の番号３について承認することにいたします。 

それでは次に報告事項に入ります。報告１から報告６について事務局より朗読と説明を

お願いいたします。 

 

（事務局） ― 報告１～６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がありました報告１から報告６

について質問がある方は挙手をお願いします。 

何かご意見ご質問ありますでしょうか。 

 

（委 員） 

はい、報告４です。番号で言いますと１番と２番、３番と４番、５番と６番は関連性の

ある報告事項だと思うんですけど、内容としては利用権の設定とか中間管理事業のことと

か、手続き上だとこういう形をとるのでしょうけど、その辺の内容について補足的に内容

を教えていただきたいです。 

 

（委 員） 

今、●●●●が申された農林公社のものだと思うんですけど、農林公社がですね、この

件につきましては、貸し借りを無くして元に戻したというものなんですけど、これはちょ

うど駒崎のブロックローテーションの中に一致しまして、これを●●●●と貸し借りを行

うということで農林公社を外したわけです。なぜブロックローテーションのところを農林

公社と契約したかと言うと上平野の中間管理機構を通した時に事務手続きを間違えまして

ですね、この３筆を駒崎の方のブロックローテーションのやつが間違えて入ってしまった

ということで今後このようなことがないようにということで合意解約いたしましたのでご

了承お願いいたします。 
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（議 長） 

他にはありますか。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、終

了させていただきます。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。 

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。 

 


