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〔日 時〕平成３０年４月２５日（水） 

 

 

〔場 所〕市役所３０１会議室 

 

 

 

取扱区分：公開 



平成３０第４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４回蓮田市農業委員会総会を市役

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４月２５日（水） 午後１時５６分 

 

２ 閉会日時  平成３０年４月２５日（水） 午後３時３０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）石井 正孝   （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（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 農用地利用配分計画案の作成に対する意見について 

          議案第３号  農地法第４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 平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価及び

平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画について 

      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項の規定に基づく通知について 

報 告 ５ 農業経営主変更届について 

 

 

 



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 

   農政課長    小林 正 

    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） 

皆さんこんにちは。定刻前ではございますが、皆様お揃いですので、平成３０年第４回

目の総会を開会いたします。申し遅れましたが、私、４月１日付けで蓮田市農業委員会事

務局長を拝命しました柴田と申します。これから皆様にはお世話になるかと思いますので、

分からない事も多いかとは思いますが、よろしくお願いいたします。皆様方で初めてお会

いする方って少ないかと思うんですけど、実は３月まで農政課の方の農産担当にいたもの

ですから、少し立場が変わりまして、農業委員会ということで、農業関係については、市

の農政課と農業委員会は車の両輪だと思っておりますので、今後とも農業振興に供する様

なものにしていったらなと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

（会長）―会長挨拶― 

 

（事務局） 

ありがとうございました。以降の議事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。着座にて失礼します。本日、年度が変

わって１回目の総会ということで、環境経済部長、農政課長にお越しいただいております

ので、ご挨拶を頂戴いたいと思います。 

 

（環境経済部長）―環境経済部 小林裕 部長挨拶― 

 

（環境経済部農政課長）―環境経済部 小林正 農政課長挨拶― 

 

 

 



（議 長） 

ありがとうございました。それでは本日の議事に入ります前に前回の平成３０年第３回

の農業委員会総会事録の朗読をお願いいたします。 

 

（事務局）―議事録の朗読― 

 

（議 長） 

ありがとうございました。ただいま朗読いたしました、平成３０年第３回の農業委員会

総会の議事録について、私の署名に続きまして、●番●●委員、●番●●委員に署名をお

願いいたします。また、前回の総会の内容について小林課長より補足があるとのことです。 

 

（農政課長） 

 前回の農業委員会総会で、死因贈与と認められないため不許可となった農地法第３条の

案件につきまして、あまり農業委員会で不許可を出すことがないものですから、その後の

話をさせていただきます。申請人の方に総会の結果をお伝えしましたところ、最初は少し

お怒りでした。法務局からそのような指導があり、その通りに申請したのになぜ許可にな

らないのだという話はありましたが、丁寧に説明させていただきまして、ご了解いただき

まして、相続手続きをした後、農地法第３条で権利移転をしたいと仰っておりまして、正

規な形でやるということでご納得をされておりましたので、ご報告させていただきました。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。それでは、本日の委員の出席状況についてご報告をいたしま

す。欠席者はなく全員の出席頂いております。従いまして本日の総会は成立といたします。

また推進委員についても欠席者はなく、全員の出席を頂いております。 

次に、本日の会議の議事録署名人を指名いたします。●番●委員、●番●●委員、よろ

しくお願いいたします。 

それでは、ただいまから議事に入ります。本日の提出議案は、事前に配布した資料のと

おりでございます。農地法などの法令に関する議案は議案第１号から第４号となります。

また、報告案件は、報告１から報告５となります。それではただ今から順次、議題といた

します。 

２ページ、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）につ

いて番号１、番号２において関連がありますので一括して事務局より朗読をして頂きたい

と思います。どうぞ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。議案第１号番号１及び番号２について担当委員から説

明をお願いいたします。担当地区委員さんお願いします。 

 



（担当地区委員） 

はい、議案第 1 号の 1 について説明を申し上げます。この 2 件について、4 月 22 日●●

●●さんとお会いしまして、内容を聞いてきました。家族の状況が、●●●人で住んでお

りまして●●さんの母は高齢になり、●●さん 1人と●●●２人で●●が●人です。耕作

状況については、田と畑を耕作しております。畑については野菜を作付してまして販売を

行っています。●●●●●●に入っていまして色々なものを作って販売をしております。

田につきましては農林公社を通して貸付をして耕作をしていただきたいとのことでした。

土地の所在地の確認ですが、耕作できるよう管理されているものと確認しました。以上で

す。 

 

（議長） 

はい、ありがとうございました。事務局より補足があればお願いいたします。 

 

（事務局） 

 今回の利用権に関してですが、番号 1 と 2 ですが中間管理機構を通じての利用権設定と

いうことになります。中間管理機構を通じての始まりということで、中間管理機構のスケ

ジュールに乗りますと今回利用権をこの時期に持ってこなければならないということで、

この時期の利用権設定ということで、議案を上げさせていただいております。 

 筆に関しては、●●委員がおっしゃっていただいたとおり田んぼに関しては、中間管理

を通して●●●●●●●●●●にお貸しすることになります。以上です。 

 

（課長） 

 すいません、私のほうから。昨日、埼玉県農林公社の議員総会がありまして松村一郎さ

んがお辞めになりました。後任に、中畝正夫さんがなりまして、議案送付時では松村さん

でいいんですけど、本日総会時では中畝さんに代わっています。非常にレアケースではあ

りますが、これからは中畝正夫さんで出てくると思います。 

 

（委員） 

 ちょっといいですか。第 1 号議案、第 2 号議案を見たんですけど賃貸期間が 10か月と書

いてあるんですけど、10年の間違いでいいのでしょうか。 

 

（議長） 

 事務局のほうで訂正をお願いします。 

 

（事務局） 

すいません。議案第 2 号の農地利用配分計画（案）の作成に関する意見についての貸借

期間の存続期間ですが、訂正をお願いいたします。10 か月ではなくて 10 年に訂正をお願

いします。 

 

（議長） 



はい、ありがとうございます。只今、担当委員及び事務局の補足説明のとおりでござい

ます。只今の説明の内容につきまして、ご質問ご意見ありますでしょうか。 

はい、質問がないようでございますので採決いたします。議案第 1 号番号 1 及び番号 2

について賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

全員賛成 

 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第 1号の番号１及び番号 2については承認

をすることにいたします。 

続きまして 3 ページの議案第 2号農地利用配分計画（案）の作成に関する意見について 

 

（委員） 

議長、番号 2 についてやっていません。 

 

（議長） 

申し訳ないんですけど、番号 2について担当委員から説明をお願いいたします。 

 

（委員） 

番号 2 の担当の●●です。私のほうで 2 の聞き取りをさせていただきました。 

黒浜伊豆島地内にお住いの●●●●さんという方です。先日お話を伺いまして、●●さ

ん昭和●●年生まれの方で間もなく●●歳になろうかという方です。年齢的なもの、また

最近体調が悪いらしく、娘さんとそのご主人がいらっしゃるんですが将来的に後継者とし

てあまり期待できないということで、今年 1 年ぐらいはできる範囲内で農業を続けて、他

は安心して貸したいということなんです。●●さんの土地は 2 町 4 反くらいあるんですが

その一部ということで、グリーンファームを考えておられるようでございます。以上です。 

 

（議長） 

ありがとうございます。それでは、番号 2について詳しくご報告いただきましたので、

また番号 2についての採決をお願いをいたします。2番の質問は何かありますでしょうか。 

2番について、承認することに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

全員賛成 

 

2番につきましても、承認をいたします。ありがとうございました。 

続きまして、3 ページの議案第 2 号農地利用配分計画（案）の作成に関する意見につい

てでございます。議案第 2号番号 1 から番号 11まで関連がありますので一括して事務局の

朗読をお願いいたします。 

 

（事務局）― 議案第２号、議案書朗読 ― 

 



（議長） 

 議案第 2号の番号 1 から番号 11 まで担当地区委員の方から説明をお願いいたします。 

 

（担当委員） 

先ほど、議案第 1 号のほうで報告いたしましたけれども、書類通りで間違いはありませ

ん。 

 

（担当委員） 

 私が受け持ったのが、伊豆島地区の●●さんという方で、この人の貸付地が番号の 1番

から９番の９筆です。内容については先ほど申し上げたとおりです。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございました。事務局より補足があればお願いいたします。 

 

（事務局） 

 補足説明いたします。議案第１号で上がりました筆すべて、●●●●●●●●●に貸付

けるということで上がってきております。設定する権利の中に１０a 当たりの金額に２共

通事項（３）の通りとありますがこれについては、議案第１号で記載されている借賃、JA

南彩がコシヒカリの概算金として提示した３０ｋｇの額です。以上です。 

 

（課長） 

 すいません。１号２号がちょっとこれからも出てくると思いますので説明いたしますと、

利用権というのは４月には出てこないわけですが、年４回の中に４月は通常受けないので

すが、農林公社の都合でこの時期になっています。議案第１号は通常の利用権と一緒で農

業経営基盤強化促進法に基づく利用権で、第２号は農地中間管理事業の推進に関する法律

に基づく農地中間管理権になります。埼玉県の場合は、土地を出す人が土地を貸付ける時

と、公社から担い手に貸付ける時、実際耕作をしてくれる人がセットで、同日の農業委員

会にかけなさいとなっているので、１号議案と２号議案が一緒に出てきている話で通常は

タイムラグがあってしかるべき議案です。埼玉県の指導によってこのようになっている話

で、要するに農地中間管理機構に貸すときは、だれが最終的に作るのかということがわか

ってセットで出さないと、結局農林公社が土地をいっぱい持っていてもしょうがないです

から、そういう形でやると決まっています。第１号議案は、農業委員会が決定してこれで

確定するものですが、２号議案については農業委員会は意見を付けるだけでこれから県に

出して県が承認して県が公告して決定という形になります。そこに時間がかかるので、一

緒にやってほしいということで一緒にやっております。また、これからも農地中間管理事

業はやりなさいと国・県から言われておりますので、ほかの地区で出てくると思いますの

で、とんでもない時期に利用権が出てくると思いますが、よろしくお願いします。 

 

（議長） 

ありがとうございました。それでは議案第２号番号１から番号１１についは、担当委員



及び事務局からの説明の通りです。只今の説明に関して、質問、ご意見等ございますでし

ょうか。 

 

（委員） 

はい、始まりが今年の７月１日からということですが、地主さんに対して今でも公社の

ほうから集積に対する補助金はついてますか。それとも、そういうのはなくなっています

か。わかりましたら、よろしくお願いします。現在も、中間管理機構を通して地主さんに

何かの手当てはあるのかどうか。 

 

（議長） 

 はい、事務局お願いします。 

 

（事務局） 

 基本的に制度はまだあります。額は段々少なくなってきておりますが、あります。岡田

さんにしても●●●●さんにしても経営転換でこれで農業をやめますということであれば

経営転換のほうの助成金が出るでしょうし、かつ大字笹山という地域単位で農地中間管理

事業に協力したことで地域に対する協力金というのが出る可能性がありますが、出るかど

うかは精査してみないとわかりません。 

 

（議長） 

ほかにはありませんか。●●委員、どうぞ。 

 

（委員） 

 利用権をやるのは年４回といいましたか。決まった月にやるということですか。 

 

（課長） 

 蓮田市は年４回と決めています。スタートは、４月、７月、１０月、１月になります。 

４月に始めるには農業委員会に２月にかけることになります。要するに２か月前です。 

なので、普通は今月やらない月ですが、農地中間管理事業なのでやらざるを得なかった

ということです。 

この年４回というのも、年２回しかやっていないところもあります。毎月やっていると

ころもあります。蓮田の場合年４回で問題なくできているので、どうしてもという、この

ような時だけやらせてもらっています。 

 

（推進委員） 

すいません。いいですか。先ほどの笹山の件ですが議案１号では拾九町２５が地目が畑

になっていて、議案第２号では田になっているのですが、これはどういうことですか。 

 

（議長） 

 はい、事務局の説明をお願いします。 



 

（事務局） 

 ご説明申し上げます。議案第１号の地目は登記地目であって、議案第２号のほうは現

況地目を記載しております。現況と登記地目が違うことは農地に関しては多々あることな

ので利用権を設定するにあたっても何ら問題のないことです。 

 

（議長） 

よろしいでしょうか。ほかには何かありますか。それでは、質問もないようなので採決

をします。議案第２号１から１１まで承認する方は挙手をお願いします。 

 

全員賛成 

 

はい、全員の方賛成で、議案第２号については承認いたします。 

次に、５ページの議案第３号農地法第４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。議案第３号の議案について事務局の朗読をお願いします。 

 

（事務局）― 議案第３号、議案書朗読 ― 

 

（議長） 

 議案第３号第１番につきまして、担当委員から説明をお願いします。 

 

（委員） 

 はい。 

 

（議長） 

●●委員さん、お願いします。 

 

（委員） 

 はい。地元委員の●●です。議案第３号につきまして説明いたします。 

 まず場所ですが、平野小学校の前の通り県道蓮田行田線を高虫方面に約１２０～１３０

ｍ走りますとカーブがありまして、そこを右折して左方向に入りましてまっすぐ入ります

と、ニュータウンという２０件くらいの団地があるんですが、そこの前の通りの突当りが

●●さんの住まいです。●●さん宅は、●●●●さんが次男で長男の●●さんという方が

いましたが亡くなりまして、そのお父さんも亡くなってしまったということで、現在空き

家になっております。相続人の●●●●さんと●さんが調べたら、宅地内に一部農地が残

っているということで、この農地を宅地で追認していただきたいという案件でございます。

どうぞ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。それでは事務局より補足説明をお願いします。 



 

（事務局） 

 議案第３号番号１について補足をいたします。場所については只今●●委員さんから説

明がありました通り、平野小学校の北西側に位置する農地です。本案件については、昭和

４５年８月２５日の線引き以前から農地以外の利用をしていたと思われる、追認案件でご

ざいます。転用筆数は１筆、転用面積は 119 ㎡です。農振法上の位置づけですが上平野地

区ではございますが、告示前証明が出ておりまして農用地区域外にある農地、いわゆる白

地農地になります。次に農地区分でございますが、こちらの農地は 1 種、3 種のいずれに

も該当せず小集団の生産性の低い農地ですので、第 2種農地に該当になります。また、追

認に至った経緯ですが、●●委員さんから説明があった通り、ご親族が亡くなられて相続

登記をした結果、従来より宅地の一部として利用していた土地が農地であることが判明い

たしまして今回の申請に至りました。現地については宅地に囲まれた土地で木が生い茂っ

ておりまして昭和 43 年の航空写真から当時からこのような状態であることが確認されて

おりまして、また税務課で発行される課税明細書より住宅用地として課税されていること、

以上のことから線引き以前から宅地として一体利用されていることが考えられます。また

今回の申請で建て替え等新たに建築物を建てるという計画はなく、これまでと同様の敷地

利用を行っていくということです。次に、資金計画と用排水計画についてはお手元の資料

の通りでございます。開発行為についても新規の建築物がないため許可不要案件でござい

ます。以上、皆様の審議をお願いいたします。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございました。議案第 3 号の只今担当委員さんと事務局の説明の通り

でございます。説明の内容につきましてご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 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。 

 

全員賛成 

 

 全員の方賛成でございます。よって、議案第 3号番号 1 については承認いたします。 

 次に、議案第 4 号平成 29 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価及び平成

30年度の目標及びその達成に向けた活動計画についてでございます。議案第 4 号について

事務局の朗読をお願いたします。 

 

（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。ただいまの説明の内容についてご意見ご質問等あります

でしょうか。それでは、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 



 議案第 4号について、説明申し上げます。これは毎年行っております前年度の活動の点

検評価及び今年度の活動計画の案ということで、皆様にお諮りいたします。今回は議案送

付時に皆様に資料を同封させていただいておりますが、29年度の活動の点検・評価に関し

ては昨年度の実績を載せてあります。それをふまえて、平成 30年度の活動計画（案）を作

成いたしました。平成 30年度の活動計画のほうで目標に関してなんですが、2ページ目の

担い手への農地の利用集積・集約化の２、平成 30年度の目標及び活動計画というところで、

目標集積面積 117.02ha、うち新規集積面積 99.3ha と計画いたしました。この新規集積面

積に関しましては、貝塚地区・上平野地区の担い手がいる集積可能な面積を設定いたしま

した。ですので、今年に関しては、貝塚地区の農業委員さん推進委員さん、上平野地区の

農業委員さん推進委員さんにぜひ、お力を発揮していただきたいと思います。 

 また、遊休農地に関する措置ですが、遊休農地の解消面積を２haと目標を掲げておりま

す。少しでも遊休農地がなくなるようにご協力をお願いいたします。 

 あと、訂正をお願いします。今見ていただいております、遊休農地に関する措置の２平

成３０年度の目標及び活動計画の表の、活動計画の欄に、調査方法の欄がありますが、平

成２９年９月までとありますが、平成３０年９月の間違いです。訂正をお願いします。一

応、事務局のほうで計画を立てさせていただきましたが、この計画に対して、農業委員さ

ん推進さんのほうからご意見があれば、ぜひお願いいたします。今日ご意見をいただいて、

修正いたしまして、活動の点検・評価及び活動計画に関しては、パブリックコメントを１

か月設けまして市民から広く意見を求めて、来月の農業委員会で確定させたものにして、

ホームページ上で公開するようになります。以上です。 

 

（議長） 

はい、ありがとうございました。何かご質問等ございますか。 

 

（委員） 

 先ほど事務局のほうで説明したことに関連してなんですけど、３ページ目の遊休農地に

関する措置のところで、平成３０年度の目標及び活動計画の中で、調査員数１６人とあり

ますが、農業委員と推進委員合わせて２０名なんですが、これとはまた別の考え方なんで

すか。農業委員と事務局職員による調査となっていましたので、この辺がわからなかった

ので、お尋ねしました。 

 

（事務局） 

 申し訳ありません。２０人です。 

 

（委員） 

 調査方法に、推進委員が入ってないようだが。 

 

（課長） 

 こちらは、誤記でして、昨年まではこれでよかったのですけれど、今年は農業委員・農

地利用最適化推進委員プラス事務局が入りますので、２３人になります。 



 

（議長） 

それでは、書類は持ち帰ってもう１回確認していただきまして、次回の総会の時にご意見

等いただきますので、よろしくお願いします。 

それでは次に、報告事項に入ります。報告１から報告５について、事務局より朗読をお願

いいたします。 

 

（事務局） ― 報告１～報告５、議案書朗読 ― 

 

 （議長） 

 はい、ありがとうございました。 

 

（事務局） 

補足説明をさせていただきます。 

報告４農地法第１８条第６項の規定に基づく届出の受理についての番号２、番号３につい

てです。こちらについては、中間管理が入った利用権、中間管理権設定されていたところ

です。なぜ解約に至ったかといいますと、土地所有者のほうで３条で農地取得をしたい申

し出がありましてその時には、中間管理機構に貸出しの農地があると３条の規定に外れて

しまうので、これを解約をしてくださいというお話になり、●●さんと中間管理での合意

解約をし、さらに農林公社と土地所有者とのして、ご本人の貸付地がないという状況にす

るために合意解約をしています。なので、今後、ご本人からの３条申請が出てくると思わ

れます。土地所有者について、なぜ中間管理でやっているのに合意解約をしなければなら

ないのか、ということになると思いますが、●●さんの内容の話を聞く限りでは、ご自身

では農業を全くやっていないという状況で、貸出地があるというと３条要件が厳しくなっ

てきてしまうので、完全に●●さんには貸出地はない、自分で全部やっていますという状

況にして、３条申請をしてほしいという内容で合意解約の届出が出ております。 

次に報告４番号１に関して、川島の農地ですが、●●●●●●●●●さん、●●さんの

間で利用権が設定されておりましたが、今年度から市民農園として、市で借り上げる予定

となっておりますので、合意解約に至りました。以上です。 

 

（議長） 

ありがとうございました。ただ今、事務局から朗読と補足説明がありました。報告１か

ら報告５までで何かご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。 

 

（委員） 

 １０ページの９番、●●●●の筆ですが、こういう大きい筆はないものですから、畑に

はなっておりますが、現状はどのようになっているのでしょうか。わかったら、教えてい

ただけますでしょうか。 

 

（委員）●●です。うちのすぐ前の●●さんの農地です。昔の地主です。あります。地図



上にも載っていると思います。現状は野菜を作っています。 

  

（議長） 

ほかには何かございますか。 

特に質問もないようですので、報告事項を終わらせていただきます。 

以上をもちまして、本日の議案、審議案件、報告案件、すべて終了いたしました。この

際、質問等が何かあれば挙手をお願いいたします。よろしいですか。 

委員の皆様方の慎重なる審議等ご協力いただきまして全ての議案が解決いたしました。

本当にありがとうございました。 


