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〔日 時〕平成３０年２月２３日（金） 

 

 

〔場 所〕総合文化会館 ギャラリー 

 

 

取扱区分：公開 



平成３０第２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２回蓮田市農業委員会総会を総合

文化会館 ギャラリー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２月２３日（金） 午後１時５０分 

 

２ 閉会日時  平成３０年２月２３日（金） 午後４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（賃借関係） 

          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 農用地区域からの除外について 

     議案第５条 生産緑地法第１７条の２の規定に基づく生産緑地の買取申出に係

るあっせんについて 

      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  認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う事業計画書

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 時効取得を原因とする農地の権利移転について 



 

８ 出席した農業委員会事務局職員及び農政課職員（４人） 

    事務局長     小林 正 

    事務局主査    増田 仁子  

   事務局主事補   安西 拓也 

   農政課主査    山口 昌昭 

 

９ 傍聴人（０人） 

  なし 

 

１０ 会議の概要 

   

 開 会 

 

（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２回目

の総会を開会いたします。 

今月１０日の映画上映会並びにシンポジウム、大変ありがとうございます。私の記憶で

すと、ご健康な方は皆さんご出席されたと思っておりまして、ありがとうございます。両

方ともアンケートをかけましたので、いろいろご意見いただいているところですけど、映

画をもう少し朝早くやって、昼には終わらせてほしかったという意見に集約されるのかな

と思います。あと、音楽ホールなので音が聞きにくかったというご意見をいただいており

ます。午前中と午後の関係からしますと、間の時間があまりにも短すぎて、何とかしてほ

しかったという話と、午後は内容は良かったんだけどあまりにも盛りだくさん過ぎて、消

化不良なところのお話もあって、１つ１つおっしゃる通りで反省点だらけなんですけれど

も、一方ではあれだけの内容だったものですから、やれたというのが私ども事務局の自信

にもなりますし、今後また改正点は、補正点はしっかりと修正して来年につなげていきた

いなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

先日、●●●●さんもご参加されております、土地改良連絡協議会の６０周年の記念式

典と総会がございまして、その席に埼玉県の上田知事が出席されておりまして、あまり知

事が出席される農業の会議というのに、私もあまり経験がないものですからどんなことを

知事が言うのかなと思っておりましたら、農業大国は後進国にはないと。要するに、農業

大国と言われている国はすべて先進国であって、農業というものはいわゆる資力、財力が

あって農業やっていくためのお金があって、農業やっていく技能がないと農業は発展しな

いんです。だから、世界的に見て農業が発展している国はすべて先進国で、後進国で農業

大国はないとはっきりおっしゃってました。本当にその通りだなと思いましたが、なんか

農業というと零細で、発展途上国は農業くらいしかやってないんじゃないかというイメー

ジがありますけれど、それは、経済につながらない農業であってですね、やはり日本の農

業というのは儲かる農業で、日本が先進国というふうに言ってるのであれば、農業を基盤

とした経済というものを、農業が儲かる農業にならなければいけないんじゃないかと、知



事の挨拶を聞いて思いました。ですので、こういった農業委員会の日々の活動などが重要

なのかなと思っております。 

長くなりましたが、早速ではありますが開会にあたりまして、●●会長のほうからご挨

拶お願いいたします。 

 

（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。本日の議事に入

ります前に平成３０年１月２５日（木）に開催いたしました平成３０年第１回農業委員会

総会の会議録について事務局より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。 

本日の委員の出席状況を報告いたします。欠席者はなく委員の全員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をいたします。 

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

●委員にお願いいたします。 

それではただいまから、議事に入ります。本日提出の議案は事前に配布の資料の通りで

す。農地法などの法令許可に関する議案は議案第１号から第５号、報告案件は報告１から

報告５までとなります。それではただいまから、順次、議題と致します。 

２ページの議案第１号ついてでございます。議案第１号農用地利用集積計画による利用

権設定について事務局の朗読をお願いいたします。 

 

（事務局）―議案第１号の朗読― 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。議案第１号うち新規番号１から番号１６まで事務局より説明

をお願いします。再設定分の番号１７から番号３２までについては説明を省略いたします。 

それではよろしくお願いします。 

 

（事務局） 

 議案第１号の補足説明をいたします。番号１から６番の借受人●●●●●さん、この方



新規就農にあたります。貝塚の方で●●さんの働きかけをしていただいてお話がうまくま

とまり、農地の貸し借りが４月１日からできるようになります。内容に関しては、以前紹

介した通りシャインマスカットと野菜を作ってこれから経営していきたいということです。

番号７から１１に関しては、●●●●●●に関しての、●●●さんが亡くなったことによ

る付け替えと、新たな●●●●●●さんの賃貸借水田利用です。番号１２に関しては、●

●●●さんから利用権設定が出てまいりました。５３番の●●さんが借受人になっている

ものに関しては、●●●●さんの地続きの農地を借りてほしいということで、●●さんの

方に利用権設定がなされたようです。１４番に関しては、借人さんが変わった筆になりま 

す。１５番●●●●さんに関しては、解除条件付きの利用権設定となります。●●●●さ

んは春日部に拠点を置いておりますが、宮代町と白岡市ですでに解除条件付き利用権設定

を行っておりまして、メインはネギ栽培をされているようです。ネギ栽培とあとはご本人

の土地でお米を少し作っているということです。１６番の江ヶ崎に関しては、●●●●さ

んが水田利用されるということで利用権設定の申出が出ております。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第１号につきまして、何かありましたらお願いし

ます。 

 

（委 員） 

 地主さんも、喜んでおりますので何もありません。 

 

（議 長） 

 議案第１号について、只今事務局の説明の通りでございます。只今の説明内容について、

ご意見ご質問等ございますでしょうか。 

 

（委 員） 

 利用権設定では、始期と終期で果樹なんかで、１年くらいでいいの。植えて終わっちゃ

うの。 

 

（局 長） 

 １番の●●さんですよね。蓮田市の内規というものはないんですが、●●さんは全く蓮

田で実績がないので、初回の利用権については１年で、お試し期間というわけではないで

すけれども、１年やってみて、実際、シャインマスカットは７年ものと聞いておりますの

で、結局７年経たないと収穫ができないということなので、●●さんのしっかりとした研

修を受けて、しっかりとした方だというのはわかっていますが今まで、新規の利用権設定

については、１年でお願いしていて１年間やって何の問題もなければ、次は数年設定でオ

ッケーだとしています。これまでの内規の中で、指導しているところです。 

 

（委 員） 

 わかりました。 



 

（議 長） 

 ほかにはございませんでしょうか。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号の再設定を含めまして番号１から番号３２について、承認することに賛成

の方挙手をお願いします。 

 

全員賛成 

 

 全員の方賛成でございます。よって、議案第１号については承認をいたします。 

 続きまして、９ページ。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

ついてでございます。議案第２号について、事務局より朗読をお願いします。 

 

（事務局）― 議案第２号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

 議案第２号番号１について地区委員の方から説明をお願いいたします。 

 

（委 員） 

それでは、議案第２号番号１につきましてご説明申し上げます。まず場所でございます

けれども、市役所から行きますと、ミニストップとベルクのところの橋を、高速道路を渡

りまして、右折します。約 300ｍ行きますと宿の十字路の交差点にあたります。その信号

から南方向に約 30ｍ行きましてそこを東方向に行き、小さい十字路を南方向に約 50ｍほど

行った先が、今回の土地、●●●●●●●でございます。この土地は市街化調整区域で市

街化区域に近接する農地でありますが、周りを住宅で囲まれた比較的小集団の生産性の低

い農地でございます。今回、３条の許可申請に至りました経緯につきましては、譲受人の

●●●●さんの父名義の土地が、この土地の奥●●●●番がありまして今までここ進入路

がございませんで、今回、譲渡人の●●●●さんの畑を通って耕作を行っていたところで

ございます。今回、交渉したところ●●さんから売っていただけることになりまして、今

回の許可申請に至りました。●●●●さんのところも４人家族で小規模ではございますけ

れども、農業を営んでおりまして申請地につきましても、進入路として利用しつつ畑とし

て利用するということでございます。許可申請要件を満たしていると思いますけれども、

事務局さんに補足説明をお願いいたしましてご審議の程、よろしくお願いします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは事務局の方よりお願いします。 

 

（事務局） 

 議案第２号１番についての補足説明いたします。下限面積要件ですが 6,286 ㎡で、40a

お持ちなのでこちらのほうは問題ないと思います。現地調査をしましたところ、全部効率

利用要件もすべて耕作を確認しております。対象農地の周辺農地との調和ですが、周りと



の調和も損なうこともないので、畑として利用していくということなので問題ないと思い

ます。農作業従事要件ですが、ご本人の父従事日数年間 180 日以上、母 180 日以上、ご本

人 180日以上で、合計が年間 150 日以上従事していることで、問題はないかと思われます。

以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第２号番号１については担当地区委員さん及び事

務局の説明の通りでございます。只今、担当地区委員さん、事務局のほうからの説明を聞

きまして、ご意見ご質問等ございましたら、お願いいたします。 

 

質問なし 

 

 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号番号１について承認

することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

全員賛成 

 

 全員の方賛成でございます。よって、議案第２号番号１については承認をいたします。 

 続きまして、番号２につきまして、担当地区委員さんから説明をお願いします。 

 

（委 員） 

 番号２について、まず、場所の方から。１２２号バイパスの閏戸交差点を左折して、平

野農協支所方面に向かって約１.２㎞位進みますと、二本木というバスの停留所があります。

地図で見ますと、丸いポッチがありますが、ここから 30ｍ位行きますと狭い 5ｍくらいの

道路ですが、そこを右折しまして道なりに 250ｍくらいの農道を右に入ってもらい、だい

たい 70ｍ位行きますと、地図上で●●とありますが、ここが現地になります。 

 先日、●●●●●さんの会社、練馬の方の、こっちのほうを担当していると言ってまし

た●●さんという人と、現地でお話しすることができました。作るものは、シャレットと

いいます。●●さんのところにありますが、食べるシャレットと違いまして、フランス料

理にはこれがないとスープとしてはフランス料理と言わないらしいんですよ。この辺で作

りたいというのは、一番消費量の多い東京のホテルとかフランス料理店とかのオーナーシ

ェフさんに作ったものを見てもらいたいと。他にこっちで見つけてたんですけども、地理

的にも東京から１時間弱で来られるということで、これは作るのにいい場所かなというこ

とで、設定したらしいんですよ。●●●●●さんの社長さんに会ったことがないのでわか

らないんですが、●●さんのお話聞きますと、まず消費量はあるけれども、シャレットを

作っている人が少ない。日本産の量は少ない。あとは、フランスから輸入したいらしいん

ですけれどもフランスでなかなか出荷量が、日本に来ないらしいんです。それで、ぜひ日

本でもこういうものを作って、フランス料理のお店を開拓していきたい。場所というのは、

一番東京に近いのがここなので、作ったということと、もう一つは、場所です。土地がど

うなっているのか、試してみたい。いろいろ話を聞きますと、作るのには適した土地じゃ



ないかと、お話してました。以上です。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局の方で補足説明お願いします。 

 

（事務局） 

 議案第２号２番について、補足説明いたします。●●●●●さんのほうですが、拠点が

滋賀県にありまして、滋賀県に照会をかけましたところ、滋賀県の農地は現在、利用権と

３条の所有権移転の申請をし面積要件を満たしているということです。耕作条件に関して

は、調査をかけた時は滋賀県は大雪で、現地確認ができないということだったので、おお

むね耕作しているということなので大丈夫かと思われるのですが、１筆だけ耕作放棄地を

３条で所有権移転をし、まだ耕作放棄地の解消に至ってないということなので、それに関

しては３月末をめどにきれいにし、耕作を始めるということを言っていました。また地域

との調和ですが、周囲も畑でありましてここの場所を畑として利用することは、問題ない

かと思われます。農業従事日数要件ですが、代表取締役が年間２７０日以上で、１５０日

以上を超えていると思われます。またこちらの、法人に関しては、農地所有適格法人であ

ることの報告を受けています。以上です。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。只今、議案第２号番号２につきまして、担当委員さん及び事

務局からの説明の通りでございます。 

 

（局 長） 

皆さんが一番疑問に思われている、●●の●●さんと滋賀県の●●●●●さんの、どうい

うつながりがあってこういうことになったのかと思われるかと思いますが、今言った通り、

３条要件は整っている。不耕作地が一部あるようですけれども、何かこれは、●●さんが

管理が大変で、どこか引き取ってもらえないかということでいろいろ探していてら、たま

たまネットで行き所のないような農地を引き取ってくれることをやっているような、●●

●●●というところが、たまたま検索でヒットして、連絡を取ってみたら、こういう形で

まとまったということです。非常にレアケースで、実際こういう状態で蓮田の農地をお持

ちでにっちもさっちも管理ができなくて、だれか買ってくれないかということは結構あり

ますが、引き続き買ってもらえるのか、わかりませんが、これが成功すればそういうこと

にもなるのかなと。拠点はあくまでも滋賀県ですから、これから成功していいい肥沃な土

地であることが証明され、拡大していこうかなとか、首都圏に新たな拠点をということに

もなるんでしょうし、そういういきさつがあります。 

 

（委 員） 

 ●●さんと現場でお話ししましたが、まずは、この広さでちょうどいいんじゃないかと

ういのは、一つは試し、今年１年もしできたら、１年間という話なんですけども、作付サ

イクルが３月から４月に球根を植えまして、収穫が１１月頃らしいです。その試しに、こ



こで作ったシャレットをフランス料理のシェフとかそう人たちがソースにしてみて、これ

は美味しいとなれば、作付をこの辺でも増やすときには、土地として借りられる場所があ

るかどうかというのは、ちょっと言ってました。ただ、あくまでもこれを植えて成功する

かしないかによって、多少の差は出てくる。この、●●さんという人は、４０代らしいで

すが、日本でまだ生産がないらしいです。現在フランス料理でスープとして使っているの

は、これの代わりに玉ねぎをメインに使っているらしいです。フランスで料理を勉強して

きたシェフは、どうしてもこれが欲しいらしいです。 

 

（局 長） 

 さいたま市岩槻区には、ヨーロッパ野菜研究会というのがありまして、個人的にはフレ

ンチ用の食材を作る若者がいるんですけれども、それとは関係ないんですかね。 

 

（委 員） 

 それとは違うみたいですね。あくまでも●●さんという人は、初めは公務員やってたそ

うです。あいてる時にキーボードを弾いていたそうですが、なんか面白くないということ

で、やめちゃったらしいんです。インターネットか何かで、●●●●●の人と知り合って、

農業は面白いよということで始めたらしいです。この会社に入ったらしいです。やり方次

第では、これはいい仕事になるかもしれないということでした。後はこの品物が、フラン

ス料理のシェフに気に入ってもらえるような品物を作ればいい、そう言ってました。 

 

（委 員） 

 日本産のエシャレットじゃダメなの。違うの。 

 

（委 員） 

 エシャレットといっても、ロングピンクという種類らいいです。普通の、我々がよく食

べているエシャレットというのは、味噌つけて食べるやつ、あれとは全然味が違うそうで

す。ロングとショートとあるらしいです。生で食べられることは食べられるとは言ってま

した。商品として成功するように頑張ってくださいと言ってきました。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは議案第２号番号２についてはただいま担当委

員さん及び事務局より補足説明の通りでございます。只今の説明内容につきまして、ご意

見ご質問等ございますでしょうか。 

 

質問なし 

 

 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。 

 

全員賛成 



 

 全員の方賛成でございます。よって、議案第２号番号２について、承認いたします。 

 続きまして、議案第２号番号３につきまして、担当委員さんより説明をお願いします。 

 

（委 員） 

 場所は、コミュニティセンターの道路の反対側のあたりです。●●●●さん、●●●●

さんとは羽生のほうなので会えなかったんですけれど、●●●●さんとは会いました。今、

譲受の土地の脇に自分の家の梨畑がありますが、そこを入っていくにも狭いし、この土地

を誰かが買って住宅でも建てられると、梨の農業もやりずらくなることが考えられるので、

農地拡大ということで、買うということで話を進めているらしいです。あと、詳しいこと

はちょっとわからないので、よろしくお願いします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。事務局の方で補足の方お願いします。 

 

（事務局） 

 議案第３号番号３についての、補足説明をいたします。 

 下限面積要件ですが、自作地、借受地、申請地合わせて 24,939 ㎡となりますので、面積

要件はクリアしいています。全部効率利用要件につきましては、２月１４日にすべて耕作

を確認いたしました。地域との調和ですが、隣も畑になっておりますので、問題はないか

と思われます。農業従事日数ですが、申請人本人が年間 350 日以上、奥様が 350 日以上、

お子様が年間 300 日以上ということで、年間従事日数もクリアしていて、すべて問題ない

かと思われます。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。只今、担当委員の説明及び事務局の説明の通りでござ

います。只今の説明内容につきまして、ご意見ご質問等ございますでしょうか。 

 

（委 員） 

 値段とかわかりますか。 

 

（事務局） 

 全部で、●●●●です。 

 

（委 員） 

 わかりました。 

 

（議 長） 

 よろしいですか。他にありますでしょうか。 

 



質問なし 

 

 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２号番号３に

つきましては、承認することに賛成の方挙手をお願いします。 

 

全員賛成 

 

  

全員の方賛成でございます。よって、議案第２号番号３につきましては承認をいたします。 

続きまして、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でござ

います。これは、継続審査の議案でございます。議案第３号の議案については、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） 

 ありがとうございました。それでは、議案第３号番号１について、担当委員さんの方か

ら説明をお願いします。 

 

（委 員） 

 では説明いたします。まずその前に、先月インフルエンザで総会を欠席いたしまして、

皆さんに大変ご迷惑をおかけしました。お詫びいたします。 

 それでは、場所は、１２２号線を下っていきますと根金の交差点を右に行きまして 300m

くらい行きますと、路地がございます。そこを左に入って道なりに入っていきますと２０

０m くらいの場所です。今現場は塀で囲まれておりまして、外から確認することができま

せん。先月確認に行った時にわからないので、地主さん●●●●●さんの所へ行って、ど

こから入るのか尋ねましたら、裏側にドアがありまして塀にドアがついてまして、確認し

ました。この前の総会のとおり、あの時私が見に行ったときには、砂利がまかれて整地さ

れており、ローラーかけてもう、畑の呈はなしていませんでした。鉄パイプが打ち込まれ

て、飯場の部分だと思いますが、そこまで工事が進んでいたので、一応、地主さんには駄

目だよとは言って、帰ってきました。それで、今月２１日に再度確認に行きましたら、砂

利は取り払われて、打ち込まれたパイプも全て取り払われておりました。今度は一応、要

件を満たしているのではないかと思われます。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは、事務局より補足の方お願いします。 

 

（事務局） 

 議案第３号番号１について、補足をいたします。 

 こちらの案件、先月の総会で継続審議となりました案件でありますが、転用目的は仮設



現場事務所及び駐車場の、農地転用です。転用筆数は１筆、転用面積は５３３㎡です。現

地の場所については、●●委員から説明があった通りです。権利については、譲受人の●

●●●さんが、譲渡人の●●●●●さんから土地を借りる、賃貸借権の設定になります。

農振法上の位置付けは、農用地区域外にある農地、いわゆる白地でございます。次に農地

区分ですが、こちらは第１種農地、第３種農地のいずれにも該当せず、生産性の低い農地

でございますので、第２種農地に該当します。申請理由については、●●●●●●●●●

が実施する、貸物流倉庫建設工事に伴い、工事用仮設事務所と駐車場を確保する必要があ

りまして、今回の申請に及んでおります。土地の選定については、建設地に隣接している

こと、また建設地、隣接地に近いこと、労働者が最大 100 人程度になりますので、それだ

けの人数を収容できる広さが確保できること等を要件に検討したところ、今回の●●●さ

んとの契約が得られたため、今回の計画に至っております。 

 次に、資金計画でございますが、係る経費は土地賃貸料、造成費、最後にこちら、一時

転用になりますので、現場をすべて元に戻す、復旧工事費を含めまして、計●●●●●●

●●●円が計上されております。残高証明も確認済みです。排水については、お手元の資

料には簡易水洗式専用便槽を設置するとなっておりますが、今回申請者の●●●様からの

承諾を得られたので、既設汚水桝に接続して農業集落排水に放流する計画に変わりました。

また、雨水については敷地内処理をする予定です。開発行為については、今回建築物の建

築行為がありませんので申請不要です。現地について、前回現場に山がありまして、現地

確認をしてその際は、継続審議となりましたが、事務局のほうで指導いたしまして、一度

指導した段階で、山も撤去されパイプもすべてなくなりましたが、シートが少し土に被っ

ている状況でして、それも指導いたしまして、今朝確認したところ現場は何のない状態に

戻っておりましたので、違反等解消されたことを確認しております。以上をもちまして、

皆様のご審議をお願いします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。只今、担当委員の説明及び事務局の説明の通りでござ

います。只今の説明内容につきまして、ご意見ご質問等ございますでしょうか。 

 

質問なし 

 

よろしいでしょうか。質問がないようですので、採決をいたします。議案第３号番号１に

ついて、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

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、承認をいたします。

続きまして、１１ページ、議案第４号農用地区域からの除外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します。 

 

（事務局）― 議案第４号、議案書朗読 ― 



 

（議 長） 

 次に、議案第４号番号１から番号７までについて、担当地区委員の方から順次説明をい

たします。１つの案件の説明が終わりましたら、農政課の農振除外担当職員からの説明を

お願いします。本件は、承認案件ではなく、農業委員会の意見を付けるものですので、審

議は一括で行います。それでは、担当委員さんのほうから、説明をお願いします。 

 

（委 員） 

 議案第４号番号１の説明をいたします。補足説明資料の、事案番号１の案内図をご覧く

ださい。場所から説明をします。閏戸交差点を左に高虫方面に直進します。平野小学校前

を直進１.５㎞くらい進みますと、朝日バスの折り返し所が出てきます。その先に十字路が

ありまして、これが上平野と高虫の境でございます。それを１００ｍくらい行きましたら

右に折れ、２００メートルくらい行きました右側の申請地でございます。この申請地は、

前回出たところでございまして、是正があるということで、すべて是正いたしまして、今

回の申し出となったわけでございます。きれいに是正してありますので、ご承認のほどよ

ろしくお願いします。●●●さんは●●●●さんの息子でございます。是正してあります。

よろしくお願いします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。事務局の方でよろしくお願いします。 

 

（農政課） 

 それでは、議案第４号番号１について説明させていただきます。こちらの申し出につき

ましては、先ほどお話がありましたとおり、前回農振除外の申出がありまして１度ご審議

いただいておりますが、●●●●さんの所有農地の違反是正が期限内に終わらなかったた

め、取り下げとなりました。今回、是正が完了しましたので申出に至りました。申出者に

ついては、現在大字高虫●●●●番地に親と同居しております。この度、この家が売却さ

れることになり隣接する母名義の土地での自宅の建築を考え申出に至りました。開発の要

件につきましては、市街化調整区域に２０年以上居住している申出者の母親となっており

ます。以上です。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。続きまして、番号２について、担当委員さんの方からお願い

いたします。 

 

（委 員） 

 まず、場所の説明をさせていただきます。番号２の資料を広げてください。１２２号バ

イパスの閏戸交差点を直進し約１㎞行きますと、手押し信号があります。閏戸交差点から

３個目の信号です。その信号の左側に●●●●、●●●●●●●●という会社があります

が、信号を左に入っていきますと、約２５０ｍ行きますと、丁字路にぶつかります。この



丁字路の正面ですね、黒く囲ってある所が現地になります。●●●●●と●●●●●です。

社長さんはいなかったんですけど、会長さんがおりまして、様子を聞きましたが、現在所

有している土地で、非常に狭くなってしまったので、今までこの土地を●●さんからお借

りしていたのですが、どうにもこうにも狭くてどうにもならないので、それまでは借りな

がら野菜を作っていた場所です。重機とかそれからダンプ、車輛系ですね、これの置き場

がないのでここで敷地拡張ということでこれを計画したとお話を聞きました。以上です。

何かありましたら、お願いします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。それでは、事務局の方で補足の方お願いします。 

 

（農政課） 

 番号２につきまして、説明させていただきます。申出者は現在こちらの資材置き場の隣

で建設業を営んでおります。現在は自社所有地を資材置き場として利用しておりますが、

事業拡大に伴い手狭となったために、隣接地の所有者に相談したところ、承諾が得られた

ため、今回の申出に至りました。今回、建設行為はありませんので、開発行為には該当に

なりません。各課への稟議の中では、指摘事項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。続きまして、番号３につきまして、担当委員さんの方

から説明をお願いします。 

 

（委 員） 

 場所ですけど、コミュニティセンターの前の道を白岡方面に２００ｍくらい行くと、右

側に梨の出荷場があります。そこを右折します。３００ｍから４００ｍくらい行きますと、

貝塚神社があります。貝塚神社のところを右に入りまして、貝塚神社の裏側になります。

●●●さんと●●さんは親子関係にありまして、●さんが●●●●の長男ということで、

今、西新宿の方に、アパートに入っていますが、子供ができまして手狭になりましたので、

家を造りたいということです。別の問題はないと思いますが、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、事務局の方で補足の方お願いします。 

 

（農政課） 

 番号３にきまして、説明させていただきます。申出者は、現在西新宿のアパートに家族

４人で生活しております。手狭で不便になってきたため両親に相談したところ、当該地を

贈与していただくことになり、今回の申出に至りました。開発の要件につきましては、昭

和４５年線引き前からの所有地となっております。各課への稟議の中で、特に指摘はござ

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。続きまして、番号４につきまして、担当委員さんの方

から説明をお願いします。 

 

（委 員） 

 場所は、先ほど議案第２号でやりました、コミュニティセンターの前の道路の反対側の

土地です。●●●●さんの土地が道路端にありまして、その奥が●●●●さんです。あの

辺みんな売り出してところなので、詳しいことはわからないのですが、場所はそこの土地

なので、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、事務局の方で補足の方お願いします。 

 

（農政課） 

 申出者は現在伊奈町のアパートに家族４人で生活しております。将来のことを考え、戸

建て住宅を計画しておりました。土地を探していたところ、当該土地が良いと考え、今回

の申出に至りました。開発の要件につきましては、市街化調整区域に２０年以上居住して

いる申出者の両親となっております。各課への稟議の中で、特に指摘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。続きまして、番号５につきまして、担当委員さんの方

から説明をお願いします。 

 

（委 員） 

 議案番号５の資料を見ていただきたいと思います。蓮田駅から東埼玉病院行のバス通り

なんですが、元荒川橋を渡りまして、黒浜南小学校の信号を右に入りまして３００ｍくら

い行きますと、眞浄寺があります。黒浜幼稚園とも重なり合っていますけれども、その丁

字路を右に曲がりまして３００ｍほど行きますと変則的な十字路がございます。そこを、

左に東岩槻方面へ曲がりまして、４００ｍくらい行きますと道路に沿った右側が現地にな

ります。この土地ですが、先月１月２５日の総会の報告１で農地法第３条の３の１に出た

案件です。事業計画者にお聞きしましたら、●●●●さんは土地所有者の●●●●●さん

の次男にあたる方です。もうじきお子様ができるということで、自己用住宅に住みたいと

いうことでお話がありました。事前着工等はしていません。現地は農地の端になりますが、

分筆するわけですがネギや白菜、大根があります。●●●さんの実家の●●さんより相続

を受けた土地で、農地はそちらから機械を借りて耕作すると伺いました。何か補足説明あ

りましたらお願いします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。それでは、事務局の方で補足の方お願いします。 



 

（農政課） 

 番号５について、説明します。申出者は現在富士見市のアパートで夫婦で生活しており

ます。将来、子供が生まれて手狭になることが予想され両親に相談したところ、当該土地

に家を建ててもよいと言っていただけたために、今回の申出に至りました。開発の要件に

つきましては、昭和４５年、線引き前からの所有地となっております。各課への稟議の中

で、特に指摘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。続きまして、番号６につきまして、担当委員さんの方

から説明をお願いします。 

 

（委 員） 

 番号６について、概要を説明させていただきます。 

 場所ですが、資料の案内図をご覧ください。さいたま市岩槻区の古ケ場というところに、

大きな工業団地がありますが、そちらの工業団地の市境に近接する農地でございます。こ

の図面でいきますと、下が南側でその下がすぐ元荒川の河川敷になっております。土地は

３筆ということでございます。土地所有者の●●●さんに伺いましたところ、●●●●か

ら資材置き場として使いたいという話がありました。それで、●●さんと相談したところ、

合意に達し、また周辺の土地所有者の同意が得られたので、代理人を通して除外申出の手

続きを行ったということです。この土地は、３筆に分かれているのですが、●●、●●が

●●●さんの土地です。●●が●●さんです。この土地の現在の農地としての利用ですが、

●●●さんが●●さんの土地を含めて●●一体的に整備して、耕作しております。現況で

すが、水田として良好に管理されておりまして、事前着工などはありません。事業計画者

の●●●は、市内の業者であり、また、蓮田市が定める除外の基準にも適合しているもの

ではないかなと思います。以上ですが、補足がありましたらお願いします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。それでは、事務局の方で補足の方お願いします。 

 

（農政課） 

 番号６について、説明します。申出者は現在市内におきまして、蓮田市並びに埼玉県の

公共事業を中心に土木建設業を営んでおります。事業及び範囲の拡大を図るべく努力して

いたところ、県東及び県南におきまして受注が増えてきたため、中継中間拠点としての資

材置き場を探しておりました。当該地が利便性及び管理の観点から良好と判断し、土地権

利者と交渉したところ、快く承諾を得られたために、今回の申出に至りました。こちらの

場所につきましては、前面道路が狭いこともありまして、新しく岩槻側から出入口を設け

ての移動となっております。こちらにつきましても、建築行為はございませんので開発行

為には該当いたしません。各課への稟議の中で、特に指摘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。続きまして、番号７につきまして、担当委員さんの方

から説明をお願いします。 

 

（委 員） 

 場所は、蓮田駅から１６号、東大宮に向かいまして約１.８㎞の地点。その申出地の反対

側は埼玉県立小児医療センター岩槻診療所になっています。この申出地の西側は蓮田のが

ございます。申出地は県道東門前蓮田線に面しており、申出地の北側は現在●●●●●●

●の駐車場となっています。現地確認をしましたが、●●●●及び現所有者の方との聞き

取りはしておりません。現地から見ますと、資材置き場等はできる土地として考えていま

す。事務局の補足、ご審議のほど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、事務局の方で補足の方お願いします。 

 

（農政課） 

 番号７について、説明します。申出者は現在市内におきまして、建設業を営んでおりま

す。現在、白岡市に資材置き場を設けておりますが、本社から近い当該地に資材置き場の

移転を計画いたしまして、今回の申出に至りました。各課への稟議の中で、特に指摘はご

ざいませんでしたが、周りが病院に囲まれているところですので、除外の条件ではないの

ですが、事業説明を十分にしてもらうようにお願いしたいと考えております。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。 

 

（局 長） 

 こういう方法でやり始めて、除外はすんなり通ったけれど転用許可が下りなかったとい

う不都合がありまして、今年度から、農振審議会というのがありますからそこで、農業委

員さんもそちらに代表として出ていただいておりますけれども、そういう形ではなくて、

法律ではこの段階で農業委員会に意見を求め、農業委員会としては意見を付す、というこ

とになっておりますので、同じ案件をまた１０か月後に転用で出てくるわけですけれども、

２度やるようになりますけれども、今回は除外申請になった案件について農業委員さんの

方にお示しをして、今後事務を進めていく中で、最終的には農地法の転用ということにな

りますので、その許可の見込みのないものを除外出しても仕様がないですから、その辺を

ダブルチェックというか、していただくことで行きたいと思います。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。只今、議案第４号番号１から番号７までについては、

担当委員並び農政課担当職員の説明の通りでございます。説明の内容について、ご意見ご



質問等ございますでしょうか。 

 

（委 員） 

 私は除外の委員やっているんですけれど、これをまた、現地を確認したり聞きに行った

りするんでしょうか。 

 

（局 長） 

 やらない予定です。 

 

（委 員） 

 はい、わかりました。 

 

（局 長） 

 これに、変わるということです。 

 

（委 員） 

 わかりました。 

 

（委 員） 

 いいですか。ここに、●●●●さんの仕事といいますか、資材置き場及び駐車場と書い

てありますが、周りを見ますと●●●●●とか●●●●●●●●とかの医療関係の施設に

対しての、騒音に対しての同意というのはもらってあるんですか。 

 

（農政課） 

 今回、道路と水路を挟んでしまっているので、離接地の同意までは求めていません。た

だ、隣の駐車場の雑種地は隣接地になりますので、そちらについては説明をしていただく

ように話をしてあります。ただ実際に同意はいただけてないということです。 

 

（委 員） 

確かに、道路１本なんだけど、ここに重機とか何か、ああいう関係の会社だと時間内に

搬入搬出ができるとは考えられないので、そのことに対して、●●●●●などから後から

クレームがつくのではないか、と思うんだけどね。道路１本隔てていればいいんだという

のも何か。 

 

（農政課） 

 そういうこともあるので、事業の説明をするようにお願いしてます。 

 

（委 員） 

 ここで、いいですよと言うと、そのまま行っちゃうから。 

 



（農政課） 

 一応、お隣の方にはお話はしますと、言ってます。●●●●●さんのほうはまだ聞いて

いませんが、概要説明するように話はしました。 

 

（委 員） 

 わかりました。 

 

（議 長） 

 他にはありますか。 

 

（委 員） 

 これ全体でいいか、悪いかを決めるんですね。 

 

（議 長） 

 そうです。 

 それでは、農振除外の関係でございまして、今までとはちょっと違う形で農業委員会に

出てきました。局長のほうから、よく説明をお願いします。 

 

（局 長） 

 今までも、農政課から農業委員会に意見照会があったわけですが、制度上は農振審議会

があって、そこに農業委員さんの代表が出てらっしゃるので、そこで一緒に審議していた

だいているということで、その段階での、農振審議会に諮るというか、ほかの農振審議会

以外の農業委員さんが除外内容を知るというような場面はありませんでした。ただ、過去

にすんなり除外は通りましたが農転でダメだったという一件があって、今後そういう不具

合が生じてくるのではないかということでしたので、意見照会をいただいた段階で、農業

委員会にかけさせていただいて、全員にこの案件について、現地案内図もついてますしど

ういう除外の案件なのか、それが今後は、転用で出てくるわけですから、それをちゃんと

お知らせして、もし、疑問点等ありましたらそこでしっかり出していこうということで、

この段階で、農業委員会の意見を付すことになってますから農業委員会の意見として７つ

の案件の中で、どうしても今後転用の段階で問題になるものがあるんじゃないかというも

のがあれば、こういうことが懸念されるという意見を付すことも可能ですが、特になけれ

ば除外することに関して、農業委員会としては支障ありませんという意見が、つくように

なるかなと思っておりますので、よろしくお願いします。ですから、農業委員会の意見を

もって、農振審議会をやるわけです。農振審議会は、平成３０年度の予算で、農振計画の

見直しを８００万の予算をかけてやる予定です。もっと大枠で蓮田市の農振区域がどうあ

るべきかとか今後どのような形で農振区域を確保していくべきだとか、そういう大枠な話

を今後していかなければならないのですが、３０年度の調査などで、農振審議会の方には、

ご尽力いただきたいなと思っております。もっと大枠な話で、個別の話については、ここ

で審議をしていくようになります。 

 



（議 長） 

 よろしいですか。 

 

（委 員） 

 ●●委員さんの意見と、かぶると思いますが。 

 資材置き場につきましては、当然、私、資材置き場関係行ったことあるんですけれども、

今持っている重機、資材がそういった形で、どこにどれくらい置いてあって、それを不足

する今回の所を資材置き場で転用します所ですから、今度置くところには、どのような重

機がどのような状態で置かれ、どのような資材を置いてという、当然そういった資料は出

されているわけですよね。そういった資料を、農業委員会の総会の場に提示していただけ

れば、審査する上ではやりやすいと思うんですよね。通常の農地を農地で利用するのは別

にいいと思うんですけど、資材置き場の場合、意外と問題が多ものですから、その辺の資

料を、事務局には出てると思いますから、提示してあげると委員さんもなるほどと、納得

する部分もあるのではないかなと思いますので、一つの意見として、すいません。 

 

（議 長） 

 ありがとうございます。 

 

（委 員） 

 これは、７つ全部一括でやるんですか。例えば、●●●●さんの件で近隣の病院から、

承諾を受けているかいないかというのを、問題にされていましたけど。確かに、周りが病

院という施設ですからね。はい、ここで結構ですよ、というわけにいかないんじゃないか

な、一応、病院でこういうことをやりますということを説明して、何か文章か何かで承諾

を得たことを証明されないと、後でなぜここで許可をしたんだ、ということになるのでは

ないかなと思うんですけどね。だから、７番だけ省いて承認することは、できないんです

か。 

        

（議 長） 

 先ほど、私、採決をという形で言っててしまったんですけど、意見を付ける。だから、

今●●さん、●●委員さんまた●●委員さんが言ったようなことを、意見書の中につけて

同意をすることになるんですよね。すいません。私の言い方が間違ってました。他には。

今回の件については私たちの意見を上げることができる、ということですよね。だから、

採決をとるのは１０月か１１月に上がった時に、農業委員会でとる。 

 

（局 長） 

 だから、７番については今言ったような意見を付けて、提出すると。 

 

（議 長） 

 他にはありますか。よろしいですか。それでは、議案第４号番号１から番号７について

は、農業委員会の意見として農業振興区域から除外をすることについて、農業委員会とし



ては支障なしと意見を付けることに、賛成の方は挙手をお願いします。 

全員賛成 

 

はい、全員の方賛成でございます。よって議案第４号については承認することにいたし

ます。 

 次に、議案第５号生産緑地法第１７条の２の規定に基づく生産緑地の買取申出に係るあ

っせんについてでございます。議案第５号について、事務局より朗読をお願いします。 

 

（事務局）― 議案第５号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第５号の番号１については、事務局より説明をお

願いします。 

 

（事務局） 

 議案第５号について、説明をいたします。この案件は１０月に生産緑地に係る買取の申

出をするための証明を出しました、●●さんの件であります。買取の申出がありまして、

市の方での買取の回答もなく、農業委員会にあっせんが来たものです。農業委員さんに地

元に持ち帰っていただいてこちらの方のあっせんをお願いします。以上です。 

 

（議 長） 

はい、ありがとうございました。議案第５号番号１につきまして、事務局の説明の通り

でございます。只今の説明について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。 

よろしいですか。質問が無いようでございますので、採決をいたします。議案第５号番

号１について、農業委員会としてはあっせん活動を積極的に行うことを賛成の方は挙手を

お願いします。 

 

全員賛成 

 

全員の方賛成でございます。よって、議案第５号番号１については、承認することにい

たします。 

それではここで、休憩をしたいと思います。 

 

― 暫時休憩 ― 

 

（議 長） 

休憩前に引き続きまして、再会をいたします。 

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しま

す。 

 



（事務局）― 報告１から報告４、朗読 ― 

 

（議 長） 

ありがとうございました。事務局から朗読がありました報告１から報告４までの内容に

つきまして、質問などありましたら挙手をお願いします。 

 

（委 員） 

 報告４の番号４と５についてですね。私、存じなかったんですが、市のほうでもって市

で受けるのは転用ということで借りるわけですか。その受注者が、土建会社が借りるので

はなくて、市のほうで一般的に使用貸借扱いということで、借りるのが普通だと思うんで

すけど。これは、どうなんでしょうか。一般的には工事の受注者、土建業者が資材置き場

を借りるとして、こういう人が工事現場の近くに適当な土地があればそこを借りるのが一

般的ではないかなと。何か特別な事情があって、これは市のほうが使用貸借扱いで農地を

借りるのでしょうか。 

 

（委 員） 

これは、市長の名前で蓮田市が借りて、道路改良をやる業者に貸し付けるわけですか。 

 

（局 長） 

普通は、請負者が勝手に資材置き場を民間から借りて、現場管理費で市は経費で見てる

んだと思うんですけど。 

 

（委 員） 

 これは、工事の発注者が市長だから、発注者名義でこの土地を借りたと解釈するの。 

 

（局長） 

そういうことですよね。使用貸借権ですから、市長と●●さんとの間で使用貸借権契約

を結んでいるわけですよね。 

 

（委 員） 

借りた金は、市が払うの。 

 

（局 長） 

普通は、市で払う。 

 

（委 員） 

こういう場合は、業者が借りて、業者が払うんじゃないの。 

自分ちの周りの道路が広がった時は、全部業者が払ったよね。資材置き場で、貸してた

んだけど。その時は全部、業者が払った。 

 



（委 員） 

 これは、契約時にですね、この土地は外しますとでも、予算の関係か何かでなってたん

じゃないですか。当然借りなければできないんだけれども、市で持ちますから契約しまし

ょうとか。 

 

（委 員） 

 どういうふうな見積もりをしてあるか、多少違うんじゃないですか。例えば、こういう

ふうに、借りなくちゃすまないような所に。 

 

（局 長） 

 確認いたしますが、●●委員さんがおっしゃる通りで予算の関係もあったのかと思いま

すが、あくまでも譲渡人の●●さんと●●さんのお二人との間に使用貸借契約を結んで、

賃料については市が払って、業者はそこを使って工事をやっていることだと思います。 

珍しいケースだと思います。 

 

（委 員） 

 これから、こういう形になるかもしれないですよね。業者には不安で貸せませんよとい

う方も出るかもと思います。 

 

（議 長） 

 それでは、４番につきましてはまた、事務局のほうで再度内容確認をお願いします。 

 

（委 員） 

 報告３、権利区分が斜線の意味は何ですか。 

 

（事務局） 

 所有権の移転は発生していないので、所有権自体は●●さんですね。権利区分に関して

は、その辺の記載まで要求をしていないので、そこまでは把握しておりません。 

 

（局 長） 

 その辺の権利関係も把握しておきます。 

 

（議 長） 

 他にありますか。 

 特に質問が無いようでございますので、報告事項のほうは終わりにさせていただきま

す。以上で、本日の議案の審議並びに報告事項は全て終了いたしました。その他の件につ

いて、委員からご発言があれば挙手をお願いします。 

 特に、質問が無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

方の慎重なる審査とご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。 


