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〔日 時〕平成３０年６月２５日（月） 

 

 

〔場 所〕市役所３０４・３０５会議室 

 

取扱区分：公開 



平成３０第６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６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６月２５日（月） 午後１時５８分 

 

２ 閉会日時  平成３０年６月２５日（月） 午後３時４７分 

 

３ 出席委員（１３人） ※番号は議席番号 

   １番 野口 勇     ２番 門井 隆       

   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（１人）３番 齋藤 重信 

 

５ 出席推進委員（５人） ※（）内は担当地区 

  （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（１人）   （平野）山口 実 

   

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２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  農地法第３条第１項の規定による農地取得時における 

下段面積要件（別段面積）の見直し結果の承認について 

     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  不動産登記法第１０５条第２項の規定による仮登記情報に 

ついて 

報 告 ５ 農地法第５条第１項の規定による許可申請の取消しについて 

 

 



 

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６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。 

平成３０年５月２５日（金）に開催いたしました平成３０年第５回農業委員会総会の会

議録について事前に送付をさせていただいています。今、皆様に確認していただいたと思

いますが内容について、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。よろしいです

か。 

 

（委 員） 

私の案件なんですけれども、一つありまして資料の２枚目の裏、担当地区という所であ

ります。上から１０行目くらいの位置で、○○方面というところ。 

 

（委 員） 

 ３回ですか、５回ですか。 

 

（委 員） 



 ５回です。 

 

（委 員） 

 何ページですか。 

 

（委 員） 

 後ろから２枚目の裏側になります。後ろから３ページ目になります。５回目の（議長）、

（事務局）、（議長）、（担当地区委員）て書いてある末に、上から２行目○○方面というの

がありまして、これは閏戸と発言したのですが、聞き取れなかったんだと思います。その

一点です。 

 

（議 長） 

他にありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

（委 員） 

あとは大丈夫です。 

 

（議 長） 

よろしいですか。それではただいまの件につきましては、やれる時間に修正いたしまし

て、終了後に●●番の●●●●委員さん、また●●番の●●●●委員さんに署名をよろし

くお願いします。 

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。●●番の●●●●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１

４名中１３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、推進委員さんでございますが、●●●●委員さんが欠席でございま

して、６名中５名ということでございます。よろしくお願いを申し上げます。 

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

●番の●●●●副会長、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４号までと

なります。報告の案件は、報告１から報告５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。２ページの議案第１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、ご説明いたします。まず、場所は１２２号線を菖蒲の方へ向かっていきますと、

閏戸の交差点があります。ここを右折いたしまして、７、８００メートル行きますと蓮田

病院があります。その前を通り越して、カインズホームの入口を通り越して、２、３０メ

ートルの路地を右に曲がって行って、３００メートル位ありますか、そこに丁字路になっ

ております。その丁字路を左に行ったところです。土地はこの前１回ここに出そうかなと

いうことで、事前に私ではなく●●●●委員さんに相談をして、土地の下を掘り返しまし

て、がらや何かといったものを全部撤去いたしまして、今完全に農地となっております。

この●●●●さんはこれまで井沼地内でシャロットの栽培を行っております。この前、去

年の２月頃井沼地内で営農を始めております。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。前言ってた、関係なんですけれど、今作っているんで

すかシャロットを。 

 

（委 員） 

 うちの近所なんかも、栽培していますね。乾燥法っていうの何て言うんですか、畝を高

く作りまして、そこでクローバーを撒いたってことで、私も現場見ていないんですけど、

ちゃんと作ってますってことを●●●●さんはおっしゃっていました。ただ他の草も生え

てますんで、クローバーだけには限らず、もともと藪みたいな場所だったものですから、

ほかの雑草も多少入っています。余計なんですけど、根金の方も１回目に●●●●さんに

お願いして伐採開墾したもんですから、●●●●さんがまた●●●●さん知ってる人お願

いしますってことで、●●●●さんを紹介したんですよ。その関係で、●●●●さんから

は２、３回電話いただいてます。 

 

（議 長） 

 ありがとうございます。事務局の方で補足ありましたらお願いします。 

 

（事務局） 

 議案第１号について、補足説明いたします。下限面積要件は１３９１㎡ということで４

０００㎡以上であるということを確認しております。全部効率要件ですが６月５日に蓮田

市内の現地調査を行った結果、蓮田の農地では２月に３条の方で申請がありました通り、

シャロットの方が栽培されており、そのほかの作物を何種類か野菜として耕作されていま

した。プラス、滋賀県の方で耕作をされていますので、滋賀県の方で照会したところ、滋

賀県の方でも、引き続き農業をしているということで確認をしています。２月の時には一

部耕作放棄地があるということでお話をしていましたけれども、耕作放棄地に関しても、

農地に復元されていて、現在作付け準備中ということで、滋賀県の方から回答いただいて

おります。地域との調和ですが、周りが畑になっておりまして、計画後もシャロットを作

付けして行こうという計画がありますので、問題ないと思います。農作業従事日数要件で



すが、代表取締役の●●●●様が２７０日以上従事しているということは調査の方から出

ています。こちらの農園さんは農地所有適格法人であるとういうことで、滋賀県の方から

報告があがってきています。こちらの方の代理人さんになっている、●●●●さんという

方が蓮田の方の農地を耕作されているんですけども、話を聞きましたところ、週に２、３

回は東京から蓮田の方に来て、農作業をしているということです。シャロット自体、連作

障害があるので、これからのことを考えると５年から８年は本当だったら空けたいってい

うことを考えているということなので、少しずついろんな農地をシャロットに合うような

場所があれば、取得していきたいというような旨を話しておりました。以上です。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、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、議案第１号の番号１につい

て、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

の１番につきましては承認をいたします。 

続きまして、議案第２号の１番につきまして、農地法第４条の第１項の規定による許可

申請の許可について、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。 

 

（担当委員） 

場所の方はですね、大宮栗橋線、これを旧１２２号を大宮栗橋線から下って行きまして

左側にセブンイレブン、その先にですね旧セブンイレブンがありました。今はサイクルシ

ョップになっております。そこのところを左に曲がりまして、場所的には２軒目ですか、

ちょうどお寺の方で養牛寺っていうお寺がございまして、その前にあたります。今回の件

につきましては、●●●●さん、建設会社の方やっておりまして、申請地ほとんど住宅、

資材置き場になっておりまして、ちょうど公図の方で旧１２２号よりの方なんですが、こ

の部分が建設会社の事務所になっております。そのちょっとはずれ、少し先行ったところ

ですねこちらの方、●●●●とありますけれど、そこが資材置き場それに付随した建物が

建っております。●●●●その後ろですね、この資材置き場一部●●●●に入っている状

況となります。残りの方は野菜等が耕作してありました。今回の申請につきましては、先



ほど申請概要にもとづくものです。あとは事務局の方でお願いいたします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。事務局より補足説明をお願いします。 

 

（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●●●●推進委員さんからあ

りましたが、旧１２２号線を関山の方から閏戸方面へ向かいますとサイクルショップフィ

ーダという自転車屋さん、さらにその奥に焼き鳥屋さんが１軒ありまして、その間を左折

した先のすぐ右側が今回の申請地でございます。本案件は昭和４５年８月２５日の線引き

前から農地以外の利用していたと思われる追認案件です。転用筆数は３点、面積は７５１

㎡であり、農地農用地区外の農地でございます。農地区分については第１種、第３種いず

れにも該当しない小集団の生産性の低い農地ですので第２種農地となります。申請に至っ

た経緯といたしましては、今年３月ごろ今回の申請人である●●●●様から農地法第３条

で農地を取得したいとのご相談がありました。しかしながら、●●●●様が所有する農地

にいくつか違反地が見つかりまして、農地法第３条の全部効率利用要件を満たせない状態

でありました。そのため、是正措置として昭和４５年以前から農地以外に利用していると

思われる、地目上畑の土地の追認を受けるため今回の申請に至りました。昭和４５年８月

２５日以前から農地以外の利用をしていたことの確認についてですが、こちらの土地は昭

和５０年に自宅の建て替えを行っております。その建て替えをするにあたって、当時の税

務課から昭和４５年以前から既存の建物がありますという証明書が発行されておりまして、

その書類から昭和４５年当時から農地以外の利用をしていたことが確認できております。

追認案件のため、当該計画にかかる費用はありません。汚水等の処理についても、新たな

計画はございません。今回は新規の建築等を伴わないので開発の申請も不要でございます。

現地については建物がたっておりまして、建て直されておりました。以上補足説明といた

しまして皆様ご審議のほど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） 

 異議なし 

 

（議 長） 

 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についても承認することにいたします。 

次に、議案第３号の農地法第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） 

 今回の場所なんですが、蓮田中学校の正門を左に見まして、下っていただきまして、最

初にですね、左に曲がる道がございます。それをまっすぐ行きますと旧１２２号に当たり

ます。途中を左に曲がりまして見沼用水の方に向かってもらいます。そうしまして、約１

００数十メートルですか、行きますとまた右に曲がりますけど、それをまっすぐ行っても

らった場所になります。今回、ご本人と話をいたしまして、●●●●さんの自宅がありま

して、その横の方に予定地がございます。この予定地はですね、何も耕作はされてなく、

きれいな状態です。●●●●さんご本人は発掘調査があるんですかねと心配されていたよ

うですが、現地はすべてきれいになっておりますので、問題はないかと思います。補足あ

りましたら事務局でお願いします。 

 

（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。場所についてですが、旧１２２号線を関山から閏

戸方面へ向かいますと、右手に岩﨑食品工場がございます。その反対側に蓮田中学校入口

という看板が立っている斜めに入る道がありまして、約１３０メートル行った所を右折し、

さらに１００メートル程行った先の右側が今回の申請地でございます。転用筆数は１筆、

面積は４１６㎡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、住宅建築の申請です。申請者お二人のご関係は親子でございまし

て、現在は申請地お隣の居宅で親と同居されておりまして、以前より申請者は独立を考え

ておりましたが親が一人で住むことになるのは不安だということで、計画を実行できませ

んでしたが、今回、市内に住む妹様がこちらの実家の方に戻ってくることを機に、独立を

決心し申請に至りました。 

 資金計画については、全額、親から融資を受ける内容であり、融資承諾書も確認済みで

す。汚水等の処理については、合併浄化槽を設置し、前面の道路側溝に放流する計画です。

開発の許可見込みについては、先日２１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、きれいに整地されており違反等はございませんでした。試

掘調査については、担当課である社会教育課の方からの稟議の回答の中で、試掘調査の申



請中とありますので特に問題はないと思われます。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） 

 異議なし 

 

（議 長） 

 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、場所なんですけどバイパスを下っていただきまして、閏戸の信号を左に曲がって

もらいまして、平野小・中学校の方へ行きまして井沼の信号があります。井沼の信号を左

に曲がるんですけど、県道上尾久喜線になります。井沼の信号から４００メートルくらい

上尾伊奈の方面へ向かいまして、右側になります。現在この日特建設さんは工事をしてお

ります。業績も良く事務所を新しく作り変えるということで今年９月完成予定ということ

でございます。そこで、この案件につきましては、去年の８月臨時総会におかれまして、

皆様にご審議をいただいて賛成をいただいて除外になった案件でございます。今回は所有

権ということで許可申請の議案に載っているわけでございます。調べたところですね、事

前着工もなく、ぜひここの場所を駐車場にしたいということで、皆様の審議をよろしくお

願いいたします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。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、国道１２２号バイパスを北

上し、閏戸の三叉路を営農経済センター方面へ進みます。そのまま行きまして井沼の交差

点を左折し約３００メートル行った先の右側が今回の申請地でございます。転用筆数は１

筆、面積は１１９６㎡であり、農振農用地区域内の農地で、いわゆる青地ですが、平成３

０年４月２６日付春農振第１００号で県の同意を得ており、除外明けの案件でございます。 

 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、従業員用駐車場の申請です。申請者●●●●は昭和２２年に創業

し、東京都中央区に本社を構える建設業を主な事業とした法人です。市内大字駒崎●●●

●今回の申請地の隣ですね、●●●●という営業所があります。こちらの建物が昭和４０

年頃に建てられたもので、それを昭和５４年に購入し、本年まで数回の増築を重ねてきま

したが老朽化に伴い、昨年１０月から建替え工事を行っております。●●●●を建替える

に当たり、業務を拡充させ従業員も増員させるため、建替え後の●●●●の敷地のみでは

駐車場敷地が不足してしまうため、今回の申請に至りました。駐車台数は今回の申請地に

３２台分、うち２台を来客用残り３０台を従業員用とし、●●●●の方に７台分来客用の

敷地を設けるとのことです。●●●●の建替えが今年９月を完成予定としており、その後

社員を配置する予定であるとのことです。 

 資金計画については、全額、自己資金で対応し、汚水等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、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） 

 異議なし 

 

（議 長） 

 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３号の番号

３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） 

 場所は国道１２２号線の根金の交差点を右折いたしまして、県道上尾久喜線を約６、７

０メートル行った右側の土地です。直接は県道に接続していなくて、駐車場かなにか宅地

になっていてその奥です。現状は柿か何かが植えてあって草が生えております。ただ事前

着工等はありません。あとこの４番はここの奥の土地です。内容はだいたい同じような条

件です。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３と番号４については関連がございますので、併せて補足をいたします。場所につ

いてですが、国道１２２号線を白岡方面へ向かいまして根金の交差点を右折し約１００メ

ートルほど行った先の右側が案件の土地でございます。番号３についての転用筆数は３筆、

面積は２１４８㎡であり、農振農用地区域外の農地でございます。番号４については転用

筆数は１筆、面積は６４１㎡であり、こちらも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、４筆の農地については、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、貸駐車場の申請です。番号３番号４それぞれの譲受人であります

●●●●様と●●●●様が●●●●という法人に貸し付けるものとしています。こちらの

●●●●は、●●●●の親会社でございまして、チルド・フローズン食品、冷凍食品の輸

送を主な業務とする法人でございます。 

申請に至った経緯といたしましては、●●●●様が近隣で土地建物を買収し、営業所を

増やす計画がある中で、その敷地のみでは従業員用の駐車スペースが不足してしまうため、

駐車場敷地を確保したいということで申請に至りました。またこちらの４筆に関しては接

道がありません。進入路については、お手元の補足説明資料内、議案第３号番号３、公図

の写しをご覧ください。今回の申請地の北側に隣接する●●●●という宅地がございます。

こちらが●●●●様が所有する土地で、今回農地転用の申請をされた４筆と合わせて駐車

場の敷地利用を計画し、●●●●様の所有する土地から進入路を確保するものとなってお

ります。全体として６０台分の駐車スペースを確保するものとなっております。内２９台

は会社が所有する大型トラック、冷蔵冷凍車を配置して、残り３１台は従業員の車両を配

置するようです。 

資金計画については、番号３番号４、どちらも全額、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、草は生えてお

りますが、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３、番号４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） 

はい、説明がよく分からなかったんですけど、面積に対するですね、広い方の２１４８㎡

の３番の方ですね、１,３００万円ということ、４番の６４１㎡で１,９００万円というこ

とで、出てるんですけど、この辺の違いは分かれば教えていただきたいです。 

 

 

（事務局） 



 土地代金については、あくまで申請者と地主様で取引を行っているので、契約書等はな

く申請の中で出していただいた数字がこちらでございます。 

 

（委 員） 

 はい、これは３番の方は売却した時期が違うんです。もっとずっと前に売買契約をしち

ゃってるんです。ですから今より安かったらしいです。この４番の方は最近になって売買

契約を結んだんで地価が上がってきたところを買ったというかたちですね。だから値段が

違います。 

 

（委 員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

（議 長） 

 他にはありますか。 

 

（委 員） 

 異議なし 

 

（議 長） 

 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３、番号４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３、番号４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号の番号５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、私の方から説明申し上げます。まず土地の所在なんですけど、県道蓮田杉戸線元

荒川に架かります川島橋からだいたい３００メートルくらいの川島地内でありまして、蓮

田市の市民農園、ふれあい農園の近くにございます。土地なんですが、２筆ございまして、

●●●●さんの所有の農地ということでございます。川島地内の新蓮田サービスエリア建

設関連工事の請負業者が駐車場ということで候補地を２筆一体的に利用するということで

一時転用しようとするものでございます。転用期間は１年半くらいということでございま

す。先日●●●●さん宅に行きましてお話を伺いましたところ、●●●●の関係者が新サ

ービスエリア内の舗装工事のため資材置場や駐車場として利用したいので貸してほしいと

依頼があり、これを承諾したということでございます。この農地なんですが、●●●●さ

んの父親の代までは梨畑として利用して、その後は保全管理をされております。現地では

事前着工等はありません。参考までに譲受人の●●●●なんですが、この会社について申

し上げますと、昭和３８年に設立されまして、以前は●●●●とか●●●●という名前で

した。現在資本金は１０億円、従業員は約８００人で道路舗装工事を主とする建設会社と

いうことで、大手のゼネコン●●●●ですか、その子会社になります。以上ですが、補足

等ありましたら、事務局さんよりおねがいします。 



 

（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５について、補足をいたします。場所についてですが、市役所から行きますと裏の

ミニストップとベルクのところの東北自動車道にかかる椿山橋を渡り突き当りの信号を右

折します。そのまましばらく直進しますと黒浜南小学校(南)の信号に突き当たります。そ

こを右折しまして元荒川にかかる川島橋を渡ったすぐ先のアパートの手前を左折し、道な

りに約３００メートル行った先の左側が今回の申請地でございます。転用筆数は２筆、面

積は１５１６㎡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、１０ha以上の一段の農地にある農地ですの

で第１種農地でございます。第１種農地は原則転用不許可ですが、今回の案件は駐車場の

一時転用ですので、農地法施行令第１１条第１項１号イに該当し、農地転用の不許可の例

外に該当いたします。 

申請内容についてですが、先ほども申し上げましたが駐車場の一時転用でございます。

●●●●が実施する東北自動車道蓮田サービスエリア新上り線の工事に伴い、一定期間、

駐車場敷地を確保する必要があり、今回の申請に及んだものです。 

申請者についてですが、●●●●は土木建築業を担う法人で主に舗装工事を請け負う会

社です。新サービスエリア敷地内の舗装工事を行うにあたり、●●●●の従業員、またそ

の下請け会社の作業員が利用するもので、２５台分の駐車スペースを確保するものとなっ

ております。 

一時転用ということで、期間は１年８か月、２０２０年３月末までに現況復旧し農地に

戻す計画でございます。現況復元費用が見積書に含まれていることを確認し、復元計画書

も提出されております。 

資金計画については、全額、自己資金で対応し、汚水等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、草は生えておりますが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５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） 



 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５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５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号の番号

６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） 

 それでは、番号６について、ご説明申し上げます。まず、場所でございますが、市役所

から行きますと裏手のミニストップとベルクの所の東北自動車道にかかる椿山橋を渡り、

左折し、約２００メートル進んだ所を右折し、黒浜運動公園方面へ約５００メートル進み

ますと、右側に●●●●駐車場がございます。ここは、黒浜公園前丁字路信号から約１２

０メートル手前になりますが、そこを右折し、約１００メートル行った、突き当り丁字路

を右折し、約８０メートル行った左側手前２筆目が案件の申請地、大字黒浜字雅楽谷●●

●●番地となります。位置的には、黒浜運動公園サッカー場の西側になります。 

 申請地の農地性としましては、農用地区域外の調整区域であり、小集団の生産性の低い

農地であります。昔は稲作をしていた地域でありましたが、深い田んぼであったため、現

在ほとんどの筆が自己保全管理となっております。５条の許可申請に至った経緯につきま

しては、譲渡人の話によりますと、以前は梅畑として利用していましたが、土壌が悪く生

産性に乏しいことから、現在は草刈りのみの管理状態が続いており、高齢で管理をしてい

くのも大変になってきたため、どうしようかと考えておったところ、「太陽光発電事業用の

土地を探しています」という不動産屋のチラシ広告を見て問い合わせをし、交渉の結果、

売買に至ったとのことでございました。 

 この経緯等につきましては、聞き覚えがあると思いますが、先月、今回の場所から約２

００メートル南側に行ったところの●●●●番地、位置的には国立東埼玉病院の西側にな

りますが、今回と同じ譲渡人、同じ太陽光発電施設敷地として議案が上がり、承認をいた

だいたところでございます。 

 現在、申請地は時期柄、草は生えておりますが、事前着工もなく、違反等もないと思わ

れます。譲受人とは遠方にお住いのため、コンタクトがとれておりませんが、事務局さん

で作成した補足説明資料の資金計画等を見ますと、事業実施の確実性もあると思われます。

また、申請地の南側は自己保全管理で草刈りだけをしているような農地が多く、太陽光発

電施設が設置されましても、周辺地域の営農に支障はないものと思われます。許可要件を

満たしていると思われますが、事務局さんに補足説明をお願いし、ご審議のほど、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。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６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

りました、黒浜運動公園の西側になります。転用筆数は１筆、面積は９４５㎡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。 

 申請内容についてですが、前回５月の総会案件でも近隣で太陽光発電の申請がありまし

たが、土地の所有者は前回と同じ方です。譲受人の●●●●様は太陽光発電システムの販

売会社に勤めており、以前は東京都内に住んでおられましたが、４月に異動が決まり現在

は会社の本社がある福岡県の方にお住まいです。太陽光発電システムの会社に勤務する上

で、自身も売電事業に興味を持ち、元々の計画では都内に在住しながら自身で管理をする

予定でしたが、今回、遠方に異動が決まってしまったため、福岡県で勤務をする間は会社

の従業員が代わりに維持管理を行うものとなっております。将来的にこちらに戻って来れ

れば自ら管理をすると聞いております。 

 設置されるパネルについては、１０度の勾配のある東西にのびるパネルを３つほど設置

する予定で、周りはフェンスで囲うものとなっております。 

次に資金計画についてですが、全額、勤務会社からの融資で対応します。融資証明も確

認済みです。 

汚水等は発生せず雨水については、宅内浸透処理でございます。太陽光発電施設は建築物

に該当しないため、開発の申請は不要でございます。現地については、きれいに草刈りを

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６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） 

 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６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６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号の番号

７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） 

 それでは場所の方説明させてもらいます。場所は先ほどの議案と同じように関山の信号

を行きまして岩崎食品工業のところを左に曲がりまして、中学校の方に向かう道路があり

ます。中学校に向かう途中、見沼用水に向かって右折しますとすぐの２区画目の右側の場

所が今回の案件の土地でございます。今回の件は、売買におきましては●●●●さんを通

しての売買ということで、場所は今現在草が生えている状態で事前着工等はございません。

補足あればお願いします。 



 

（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７について、補足をいたします。場所についてですが、議案第３号番号１の案件の

土地のすぐ近所です。旧１２２号線を関山から閏戸方面へ向かいますと、右手に岩﨑食品

工場がございます。その反対側に蓮田中学校入口という看板が立っている斜めに入る道が

ありまして、約１３０ｍ行った所を右折し、さらに５０ｍ程行った先の右側が今回の申請

地でございます。転用筆数は２筆、面積は４０８㎡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、住宅建築の申請です。申請者お二人のご関係は全くの第３者で、

親族の２０年居住の要件で開発の要件も満たしております。現在はさいたま市●●●●の

方で奥様とお子さん２人と４人でアパート住まいをしておりまして、今後の将来のことを

考え、住宅建築の申請に至りました。 

資金計画については、全額、金融機関の融資を受ける内容であり、ローンの審査も通って

いることを確認済みです。汚水等の処理については、合併浄化槽を設置し、前面の道路に

新設の排水管を繋ぎそこから東側道路にある本下水管に接続する計画です。開発の許可見

込みについては、先日２１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、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７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） 

 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７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７について承認することにいたします。 

 続きまして、６ページの議案第４号の事項、第３条第２項第５号の規定による農地取得

時における下段面積（別段面積）見直し結果の承認についてでございます。事務局の方で

説明をお願いいたします。 

 



（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した。議案第４号はただいま事務局の説明にて、ただいまの

件につきましてご質問等ございますでしょうか。 

 

（委 員） 

管内の遊休農地率は、５．７パーセントと一番下に書いてあるんですけれど、管内って

いうのはどこ。蓮田市。 

 

（事務局） 

 蓮田市内です。 

 

（委 員） 

 わかりました。ありがとうございました。 

 

（議 長） 

それでは、暫時休憩をいたします。３５分から開始いたします。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４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１～５朗読 ― 

 

（議長） 

 ありがとうございました。それでは事務局より、補足等ありましたらお願いします。 

 

（事務局） 

 お手元の方に追加資料ということで、仮登記の追加資料があります。お手元の方にお配

りした資料、報告４を見ていただくと、こちらの登記の種類ですね、番号１～６番まで案

件がございますけれども、番号２のところが登記の種類が所有権移転請求権仮登記となっ

ております。他のものは条件付所有権移転仮登記というふうなことが書いてますけれども、

この違いは何であるかということで説明書きの方を付けさせていただきました。お手元に

お配りした資料のものなんですけれども、ここでは所有権に関するものについてご紹介し



てます。所有権以外の権利の仮登記もありますけれども、今お手元にお配りしたものにつ

いては、あくまでも所有権に関するものをご紹介しますということで、その２つは何かっ

ていうことで、まずひとつめがですね、朗読させていただきます。 

  

－資料朗読－ 

 

というものが、ひとつめとしてあります。今回、事例として、報告への設定がございま

すが、２つ目のところに書いてございます（１）と（２）と２種類に分かれるんですけれ

ど、そちらの方の内容になります。ここも朗読させていただきます。 

 

－資料朗読－ 

 

この２種類があるということでございます。繰り返しになりますけれど、番号でいくと

１番なんですね 番号２番のところが、この（１）の事例となります所有権移転請求権仮

登記の事例でありまして、他の案件につきましては条件付き所有権移転仮登記ということ

で掲載しております。実際その条件は何かっていうところなんですけれども、１番につい

ては農地法５条の条件が付いてます。２、３番についても農地法５条の条件が付いていま

す。４番については３条の条件が付いています。５番についても５条の条件が付いていま

す。６番については３条の条件がついております。２番については所有権移転請求権仮登

記がどういうものかっていうと売買契約という形で、記載がのってございます。以上、わ

かりにくかったかもしれませんが、そういった違いがあるということで、ご報告させてい

ただきました。以上です。 

 

（議 長） 

 ただいま事務局の方から朗読と説明がありました。報告１～報告５について何か質問等

はありますか。 

 

（委 員） 

 ちょっとお聞きしていいですか。この案件につきまして所有者ってありますけど、所有

者はほとんど不動産屋とかに、依頼しちゃってるんですよね。丸投げしちゃって、お金を

もらってるかもわからない。そういうのが多いみたいですね。不動産屋さんと仮登記者の

話し合いになるのが多いですよ。不動産屋さんが買う人を見つけて、隣の土地だからって

来て、買うような形になるんだと思うんですよね。そういうのが多いと思う。聞いたんで

すけど、報告４の４番なんですが、不動産屋さんがでて来て、そういう要件みたいです。

自分のうちの隣の土地だから、自分ちは土地があるんだけれど、道がなくて、買うと道付

きなので入れるなら、ということで買うかなって言って、条件付所有権移転仮登記のよう

な形で、うかがったら●●●●さんですか、相対じゃなくて、不動産屋さんみたいなのが

入っちゃってる。そういうの多いみたいです、行くと。●●●●さんも同じような不動産

屋さん入ってるので、はっきり言ってなかったけど。●●●●さんとも話してたんだけど、

不動産屋さんの名前もあがってたんだけど、出しませんけど。 



 

（議 長） 

この仮登記をかける時に、どのくらいの金額を。 

 

（委 員） 

金額は地主さんと不動産屋さんで話し合って、地主さんと買い主、その三者でやるみた

いな。三つ巴になっちゃってるんです。 

 

（委 員） 

安西さん、この黒浜の●●●●さん「●●●●」って言ったけど、「●●●●」じゃない。

どっち。 

 

（委 員） 

 「●●●●」ですねこの人は。 

 

（委 員） 

 この４番なんですけど、保障協会が入っちゃってる。不動産屋さんの他に保障協会の物

件が一応入っちゃってる。一応、金額的にはそんなに高い金額ではなかったみたいですけ

ど。農政課の方にもお話しがあったと思うんですけど。一応この状態に、畑にして、売買

する場合はそういうものをきれいにして、畑の状態ででないと渡せないということを、言

われたっていうんで、だいぶ大きな木が生えてたんで、それを抜根・伐採して、その費用

は地主さんが払ってということですね。 

 

（委 員） 

 ５番なんですけれど、閏戸の物件なんですけど、組合名が（●●）って書いてあるんで

す。これは、土地も●●の方ではなさそうだし、所有者も●●の人ではないんですけど。 

 

（事務局） 

 誤りです。ここは削除でお願いします。（●●）を削除です。 

 

（委 員） 

 わかりました。 

 

（議 長） 

 はい、仮登記の問題は難しい問題でございますので、農家っていうのはなかなか売り買

いの関係については疎いところがございますので、ひっかからないように、気をつけて、

またいろんな形でご相談をいただいたら。 

外に何かありますかね。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。 

 


