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平成３０第３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３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３月２３日（金） 午後１時５９分 

 

２ 閉会日時  平成３０年３月２３日（金） 午後３時５１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 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認について 

      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３２条第２項の規定に基づく通知について 

 

 

 



８ 出席した農業委員会事務局職員（３人） 

    事務局長     小林 正 

    事務局主査    増田 仁子  

   事務局主事補   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３回目

の総会を開会いたします。３月になりまして、総会もいろいろありまして昨日も２つ総会

がありまして、その席でも話がありましたが、埼玉県の米農家にとってはいいお話が穀物

協会の米の食味ランキングというもので、埼玉県東部産の彩のきずなが特Ａ米ということ

で平成３年に埼玉県のコシヒカリがとって以来、２６年ぶりの快挙でございます。一般的

なニュースですと魚沼産のコシヒカリが平成に入ってからは２９年連続で特Ａ米だったん

ですが、今年、特ＡからＡに陥落ということで、それが大きく取り上げられましたが、埼

玉県ではそういうお話があります。袋に特Ａ米という表示ができないことを考えてもおわ

かりの通り、２９年産の米に対してこれから３０年があって、食べようとしている米と特

Ａというのは何の因果関係もなく、特Ａをとったことのある産地での米、ブランドのもの

ということになりますからこれは特Ａ米ですという表示はできないということです。その

米を食べて特Ａ米だというが認められたわけではないので、埼玉県の人は何回もとってい

くしかないのかなと思います。今回は県ですとか、ＪＡ、全農さいたまさんなどのお力で

このようになったんだと思いますが引き続き農業者に希望を与えるような取り組みを、私

どもは一生懸命頑張らなければいけませんが、県を代表して頑張っていただきたいなと思

います。 

昨日、ＳＳ防除の総会で会長さんが農の大切さをみんなに知ってもらう必要があるとい

うことで、行政にいろいろ宿題もいただいたわけですけれども、全くその通りで、私、総

会の時に農林水産省が倉本聰さんを呼んだ講演があって、倉本さんは韓国は徴兵制だけど、

日本は徴農制、農業というのはやはり、皆が大切に思わなければならないところなので、

いったん日本人として生まれた限りは、農業を１回やってみると、そういう時間、年齢が

必要なんではないかというような提案をされてまして、全くその通りだなと思ってます。

ちょっと現実味は欠けますが、こういう取り組みを運用して、また地域を推してやってい

かなければならないのかなと思っております。 

長くなりますが、最後にご挨拶させていただきますが、今回の内示をよく理解しており

ませんで、農業委員会の事務局長という立場で総会に出させていただくのは今回が最後と

なりました。大変残念ですけれどまた最後にご挨拶させていただきますが、今回は淡々と



総会を進めて、最後は皆さんにお礼を言って終わりたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

早速ではありますが、農業委員会会長より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２月２３日（金）に開催いたしました平成３０年第２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について指名をいたします。●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。順次、議題と致します。 

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。議案第１号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号の番号１について担当地区委員の方から説明をお

願いします。 

 

（担当委員） 

 はい、●●でございます。議案第１号１番ですけれど、まず場所ですが、補足資料の３

条関係を見てください。１２２号バイパスを関山から北へ向かいますとパルシーの信号が

ございます。信号を右に入っていただいて２本目を右、角は運送屋の駐車場になっていま



す。角を曲がって、２枚目がこの案件でございます。●●●●さん、●●さん、●さんは

兄弟でございます。●●さんが去年亡くなりまして、それを相続したのが●●さん、この

人は子供がおりません。●さんは独身です。相続をしたもののこの土地をどうしようかと

いうことで、周りには迷惑をかけてはいけないということなどいろいろと欲しい人を探し

ておりましたけれども、見当たらないところで、●●●●さん、親戚です。この方が、私

がやろうということで成立したような形です。●●●●さん、年齢はまだ３８歳で閏戸の

土地改良、今事業をやっていますけれども、私がやりましょうと力強い言葉をいただいて

いる方でございます。あとは、事務局のほうでお願いします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは事務局のほうで補足説明をお願いいたします。 

 

（事務局）  

 議案第１号１番について補足説明をいたします。今回の権利区分は所有権移転というこ

とになっておりますが、理由が死因贈与というものになります。先ほど、●●委員さんか

ら説明がありましたとおり、●●●●さんの相続人にあたるお２人が相続をするよりも、

甥にあたる●●●●さんが農家をやっているということで、こちらの方に死因贈与がされ

るということで成立をしています。補足説明資料のほうをご覧ください。下限面積要件は

今回申請地を含めて 8242 ㎡、全部効率利用要件、２月８日にすべての耕作、適正に管理さ

れていたことを確認いたしました。現況畑、取得後の計画も畑となっております。農作業

従事日数の要件ですが、ご本人が６０日以上、お母様が２７０日以上あり従事用件は問題

なくクリアしているものと思われます。また、資料の土地台帳を見ていただきたいのです

が、３条要件ではご本人に貸付地がないこととなっておりますが、今回貸付地が３筆ござ

います。そのうちの２筆、大字閏戸字曽根●●●●、●●●●に関しては蓮田市で市民農

園として借上げている農地でございます。また大字閏戸字外谷●●●●は、西谷耕地の中

間管理事業の中で利用権、中間管理事業の中でやっている土地になっておりますので、こ

れはいたしかたないという理由により、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。 

 

（局長） 

 議案第１号に関しましては、事前に精一杯協議いたしましたが、通常の３条であれば譲

受人の３条要件というのは、譲渡人は関係なく、譲受人が３条要件を持っているかという

審査かと思われますが、これは事務局が説明した通り、死因贈与という話が出ております。 

死因贈与というのは、民法上、●●●●さんが亡くなりましたら、●●●●さん、●さん

に贈与しますよという契約でございますが、これには民法は成文規定というのはありませ

んで、口約束でも死因贈与は成立することになっております。ただ、死因贈与といわれて

も、こういった３条が伴えば死因贈与であることを確認しなければなりません。そこで、

全国的にはこういうことはよくありまして、いろいろ規定を設けているわけですけれども、



蓮田市においても２６年に死因贈与の場合は、死因贈与契約書か公正証書、公正証書以外

であれば自筆の遺言書を求めております。今回その辺が確認できません。といいますか、

たぶん死因贈与ではないと思います。だからその辺をどう判断するかなんですが、弁護士

さんとかに相談しますと、相続人が２人しかいなくて、例えば死因贈与というのは相続人

でなくてもいいわけなんですね、第三者に対して自分が亡くなったら贈与しますよという

契約でも構わないことになっています。口約束でも契約書でも構わないわけです。これは

相続と同じ形のものを、死因贈与契約をしているという内容です。ですから、相続人が３

人いてここに２人しか出てこない、もう１人いるのでその方を守らなければならない、法

律上、そういうことがあるかと思いますが、法律上も契約上も同じ人しか対象ではないの

で、守るべき人は出ないということになりますが、ではなぜ、こういったことをやるのと

いうことになるわけですが、普通の登記の場合はいったん亡くなった人から相続で相続人

が登記をします。この場合はご兄弟ですから２分の１ずつで●●●●さんと●さんになる

んでしょう。その相続登記をきちんとしていただいて、登記した後、３条で●●●●さん

の方に権利移転をする、それは農地法の規約です。ですから、●●さんから●●さん、●

さんには３条を経ないで相続でできるわけですけど、相続されたものについては、第三者

ですから親戚であっても、３条となるわけです。ですから、その手続きを１回でやるため

にこのような形でなっております。ですので、今後のこともありますので、ご本人にも言

ってあります。農業委員会にかけさせていただきます。そこで審議をし、今後このような

案件が５年、１０年後に出てきたときに、その時同じように扱うのかということになりま

すので、１回相続を経ないでそのまま第三者に売買をする今回のお話になるということで

す。 

 

（委員） 

相続税はだれが払うの。 

 

（局長） 

相続税は、死因贈与になった時点で相続を受けた人に相続税がかかります。 

 

（委員） 

 買った人がですか。 

 

（局長） 

 贈与税は生前贈与と違うのでかかりませんけど、相続税はかかります。 

 死因贈与という契約は生前するわけですが、贈与という行為は先代が亡くなった時に初

めて効力を発生するので、そこで相続税が発生します。相続税を免れるために第三者にあ

げられません。ですから、相続税がかかるのと３条で権利移転するのは別です。 

 

（委員） 

 相続税というのは、●●さん兄弟で払ってあるということですか。 

 



（局長） 

 死因贈与を契約しているのであれば、免れないと思います。 

  

（委員） 

 相続をやってないんだから、払ってないでしょう。登記をしていないから。 

 

（局長） 

 ●●●●さんとそういう契約になっていたんですよ、内々の契約が相続税まで●●●●

さんが払うことになっていれば、 

 

（担当委員） 

 私、●●さんに聞いてきたんですけど、今の話しとは少し違う説明をしてしまいました

が、●●さんに聞いてきたとおりのことを皆さんに申し上げたところですが、こういった

内容があったと全然聞いておりませんし、あくまでも兄貴のを相続してと言っておりまし

たから、それをうちでは作れないから親戚の和弘が作るからとしか聞いてないんですけれ

ども。そんなわけがあるとは、全然わかりませんでした。 

 

（局長） 

 経緯をお話ししますと、初めは農地いらないから相続を受けないで第三者に売りたいと

いいました。そしたら、いったん相続の手続きをしてから売買をしてくださいと言いまし

た。それでは、面倒くさいという話になり、相続人が法務局に行ったら死因贈与でやれば

簡単ではないですかと知恵を授かってきました。確かに、死因贈与というのは、死因贈与

するよと言った相手は亡くなっていますから、そういう契約をしているかどうかはわかり

ません。結局、あげるよと言った人の意思は受けた人の方に行き、受けた人だけの意思だ

けで申請ができるのは確かですけれども、それが死因贈与だということがわからない限り、

死因贈与の事務手続きにはならないということになると思います。ただ、死因贈与という

手続きは広くは、口約束だけでも死因贈与は死因贈与、ただ、それを農地法の手続きを経

るのであれば契約書がないといけませんよねということになりますが、今から契約書を作

ってくださいということになりますと、偽造になってしまいます。契約書を何でもいいか

ら持って来てくださいというのも変だと思います。ですから、１回相続をやってもらい、

そのあと３条で所有権をしていただくというのが一般的な方法で、一番初めに窓口でお教

えしたことですが、それではいやだと、仰っています。 

 

（委員） 

 これはあくまでも、農地だけですか。宅地なんかも死因贈与はできるの。 

 

（事務局） 

できます。だから、死因贈与は愛人に対してもできます。だからもめるんです。だから、

公正証書にしてくださいとか、遺言書にしておくことが必要なんです。 

私どもは事務局なので、これを受けられませんということではなくて、農業委員会の総



会で農業委員さんに審議をしてもらい、承認にならなかったらどうしますかと聞きました

ら、ちゃんと相続すると仰ってましたので、農業委員会が通らなかったらしようがないね

と仰ってます。 

 

（委員）相続ではなくて、直接第三者に死因贈与という契約行為を行ったということが認

められれば、贈与税がかかるんじゃないですかね。必ず、相続税か贈与税のどちらかがか

かるということになりますから。 

 

（局長） 

 相続税はかかります。生前贈与とは違って、死因贈与の場合は贈与税はかからないとな

っています。 

 

（委員） 

生前の契約行為に基づいて、死因贈与を認めるわけですから贈与税がかかるんじゃなか

ったかな。 

 

（局長） 

 相続税の対象にはなりますが、贈与税は対象になりません。 

 

（委員） 

 すいません、私の勉強不足です。 

 

（局長） 

 生前贈与と死因贈与は全く別なので。 

 

（委員） 

 死因贈与を認めるということ自体が、生前に行った行為ですから生前贈与と同じ解釈で

もって、税として対応したと思うんだけど。 

 

（局長） 

 生前贈与と死因贈与は税上は区分されています。生前贈与イコール一般贈与と一緒です

から、これは贈与税がかかります。死因贈与は、贈与税の対象になりません。 

 

（委員） 

 そうすると、死因贈与を認めるもともとの契約行為は何になりますか。そこの相続税が

かかるということは、相続したわけではないから。 

 

（局長） 

 要するに、契約した時点では何もなくていつでも破棄できるわけで、亡くなったら効力

が発生するわけですから、そこで初めて相続税がかかります。贈与という行為は、全然発



生しないんです。贈与と言っているけれども、相続税で対応します。あと、不動産取得税

は、固定資産価格の３％が対象になります。 

 

（議長） 

何かほかにありますか。 

 

（担当委員） 

法的に通るものであれば、ぜひ皆さんにお願いしたいんですけど。今、このままされる

と、周りが草で迷惑になることは目に見えているものですから、その辺を皆さんご理解を

いただきましてよろしくお願いします。 

 

（局長） 

 申請者にしてみれば、今後農地を一刻でも早く管理してくれる人に渡したいということ

と、実害はないと思いますが、相続人に対して死因贈与という形をとっているので他の権

利者は一切発生していないんです。手続きを経れば同じ人が相続をすることになります。

ただ、今後こういうことになった場合に、法律行為ですからこういうものを認めてしまう

とどうなのかなと思います。 

 

（議長） 

 何かほかにありませんか。皆さん意味が分かりましたか。死因贈与というのは初めての

案件ですので、意味が分かっていれば採決をとります。 

 

（委員） 

 死因贈与というのはどういうの。 

 

（局長） 

 死因贈与というのは、自分が死んだら、俺の財産をあなたにあげるよという、その相手

は誰でもいいよ、というものです。 

 

（委員） 

 遺言状みたいなもの。遺言状なら書類として残っているけれども、本来なら弁護士が遺

言書を作るよね。死因贈与というのは、相対で親子でもってお前に全部やるとか。 

 

（委員） 

 死んだ人は何も言えないよね。 

 

（局長）これは、事実は死因贈与ではないですよ。死因贈与であることにしてやっている

だけです。 

 

（委員） 



 死因贈与にするっていうこと自体が分からない。相続になるわけじゃない。 

 

（局長） 

 死因贈与にすれば、●●●●さんの意思は関係ないですから、2 人の手続きでできると

いうことです。●●●●さんが譲渡人で●●●●さんと●さんが譲受人で、死因贈与の話

からしますと、したことにすれば●●●●さんが亡くなれば、●●●●さんと●さんの意

思だけで申請ができるわけです。 

 

（委員） 

 普通に相続したほうが簡単じゃないの。 

 

（委員） 

 ただ、登記所行くのが面倒なだけでしょ。 

 

（委員） 

 登記するのだって、いくらもしないじゃない。 

 

（委員） 

 これは法律に定めがないのでしょうけど、死因贈与というもので裁判で判例か何かでそ

ういうのが認められてるとか、そういう問題ではないですか。 

 

（局長） 

 ですから、何度言っている通り、これは死因贈与ではありません。これが事実として、

死因贈与だったら何の問題もありません。ただ、死因贈与だとわからないんです。 

 

（委員） 

 そういう法律は、昔からあったの。 

 

（局長） 

 あります。今、ここに書いてあることが、死因贈与という事実に基づいて申請してるの

であれば死因贈与は成立します。 

 

（委員） 

 証拠の裏付けがあればね。 

 

（局長） 

 ですから、●●●●さんは亡くなっているわけです。●●●●さんの登記簿の所有者は

●●●●さんじゃないですか。●●●●さんから第三者に渡すわけですよね。この手続き

の中に●●●●さんはいないじゃないですか。3 条で申請するとき、●●●●さんはいな

いです。登記簿に書いてある●●さんの遺志は、死因贈与契約をした●●●●さんと●さ



んに移っているわけです。この人が、●●●●さんの遺志を受け継いでるわけです。 

（委員） 

 その契約書というのは、いつやるの。 

 

（局長） 

 ●●●●さんが生きているときです。 

 

（委員） 

 やっても、その証拠がなくても構わないということか。 

 

（局長） 

 なければ、認められないんじゃないんですかという、この場です。 

 

（委員） 

 それじゃ、それは生前贈与とは違うんだ。 

 

（局長） 

 一番初めに来た時は、生前贈与のセの字も出ませんから、生前贈与ではないと思います。

ですから、生前贈与にすれば、農業委員会が認めれば所有権移転で農業委員会の許可書を

つければ、●●●●さんが登記簿の権利者ですけれども、●●●●さんに移れるわけです

よね。生前贈与契約で結ばれた 3 条の許可書があれば。それがすべて認めているわけです

から。うちがそれを上書きして、認める形になるわけですよ。ですから、そういう許可書

を出してしまっていいのかどうかということです。 

 

（委員） 

 今までは、こういうのは農業委員会ではあったんですか。 

 

（局長） 

 ありません。 

 

（委員） 

初めてのことなんだ。 

  

（委員） 

 相続してもらえばいいんじゃないですか。 

 

（局長） 

 私どもは、単なる事務局ですからどちらに誘導することもできないので、確かに窓口に

来られた●●さんのご意向からすれば、早く何とかしてあげたい気持ちもありますけれど、

そういうことで農業委員会が本来の手続きとは違う許可書を出してしまっていいのかとい



うところです。 

 

（委員） 

 こういうことは、ほかの市町村では軒並みあるの。 

 

（局長） 

 例えば、農地法の手続き死因贈与と打つと、川崎市などは百戦錬磨でしょっちゅうある

ようです。 

 

（委員） 

 ●●さんはそういう知恵を、どこでつけてきたの。 

 

（局長） 

 法務局と聞いてます。法務局さんが死因贈与でやったらどうかと。確かに法務局はここ

で死因贈与と確認しなくて、農業委員会が死因贈与ということを認めて、3 条の許可を農

業委員会が下したということになりますから、結局、農業委員会の許可書は、3 条許可プ

ラス死因贈与の事実も一緒に農業委員会が証明していることになってしまうと思います。

新たに、法務局に死因贈与であることを出さなければいけないというと、それでアウトな

んですよね。 

 

（議長） 

それでは、採決を取らせていただきます。只今、死因贈与ということで、皆様方にいろ

いろな形でお話を局長のほうからしていただいたわけですが、死因贈与という証拠がない

と認められないということなのかなと、感じてはおります。まあ、皆様方のお考えでござ

いますが、相続をした後に、許可を出していただきたいということで、採決を取らせてい

ただきます。では、議案第 1 号 1 番につきまして、担当委員さん事務局のほうで補足をし

た通りでございます。賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

 

（委員） 

 許可をすれば、前例を作るわけでしょ。 

 

（議長） 

 このままで許可をするか、それでももう 1 回、相続をしてから許可をするか。この 2 つ

で、取らせていただきます。では、最初にもう 1 回。 

 

（委員） 

 ちょっとその前に、いいでしょうか。今、相続してから云々といいましたけれど、ご本

人さんが法務局で色々知恵をつけてもらって、わかってきたというところで、これが出て

きたんでしょうけれども、そうするとそのための、自筆遺言証書とか、そういった証拠書

類が一切ないということでよろしいんですか。書類がそろっていますと、明らかに成り立



ちますので、それを相続してからじゃないとまずいとかいうふうに、我々が決めてしまう

と・・。 

 

（局長） 

 ないです。そういうものを持ってきてくださいといったところ、こういう書面を持って

きました。 

 

（委員） 

 ないんですか。 

 

（局長） 

 はい。 

 

（委員） 

それがあると、怖いですからね。相続登記してからやってくださいとなると。 

 

（局長） 

 逆に、それを持ってきてくださいということを、申し上げました。 

 

（委員） 

 ひとついいですか。●●●●さんは、この他に財産ありますか。 

 

（事務局） 

 農地に関しては、ここだけです。 

 

（担当委員） 

 ないですね。長男でありながら一度外に出ていました。相手の家族に追い出されて、実

家に戻ってきたような人です。 

 

（議長） 

 それでは、案件につきまして死因贈与ということが認められないので、相続後に 3 条申

請を出していただきたいということに賛成の方､挙手をお願いします。 

 

全員賛成 

 

よって、この案件につきましては相続後に許可申請を出していただくということにいた

します。 

それでは、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、 

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。 

 

（担当委員） 

場所ですけど、コミュニティセンターの前の道路を白岡の方面に、200～300 メートルほ

ど行くと右側に貝塚の梨集荷場があります。そこを右に曲がりまして 300ｍ位ずっと行き

ますと、貝塚神社があります。貝塚神社の手前を右に曲がった奥、神社の裏側になります

けれども、●●●●さんの自宅があります。この●●●●さんの長男が、前回 2 月の議題

の時に分家住宅を作るということで、除外申請が出ていたと思います。その際に、●●●

●さんの家の納屋が農地に建っているという問題が出まして、今回事案として上がりまし

たけれども、あとは事務局の方でお願いします。 

 

（議長） 

 事務局の方でお願いします。 

 

（事務局） 

 はい。議案第 2 号番号 1 について、補足説明いたします。 

 場所は、●●委員が説明した通り、貝塚神社の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 日の線引き前から農地以外の利用をしていた追認

案件です。転用筆数は 1 筆、転用面積は 270 ㎡です。農振法の位置付けですが、貝塚地区

ではありますが、告示前証明が出ており農用地区域外に当たる農地、いわゆる白地になり

ます。農地区分においても、１種農地、３種農地にも当たらない、第 2 種農地に該当いた

します。申請に至った経緯につきましても、今●●委員さんからお話があった通り、申請

者の息子、●●●さんが 1 月受付分の除外申出をされておりまして、●●●●さんとの間

で使用貸借権を設定するものとなっております。その補正の中で、●●●●さんの農地に

違反状態の農地が見つかりまして、その是正措置として今回の申請に至っております。現

地については、母屋●●●●のすぐ西側に納屋のようなものがありまして、こちらの建物

が昭和 29 年から建っているというものです。昭和 42 年の航空写真でその建物があること

を確認しておりまして、現地も確認済みです。また申請地については、公図を見ていただ

きますと、もともと●●●●という土地でしたが母屋のところで必要な分だけということ

で筆を切っていただきまして、●●●●、こちらのみで申請されております。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。開発行為については、新規の

建物、建築物がないため許可不要案件でございます。以上を補足説明といたしまして、皆

さんの審議のほど、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 については承認といたします。 

 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ござ

います。それでは、事務局のほうから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 号番号 1 につきまして、担当委員さんの説明をお願いします。 

 

（担当委員） 

 はい。3 号の 1 番、2 番と道を挟んでお隣なので、一緒に説明してよろしいでしょうか。 

 

（議長） 

 はい。どうぞお願いします。 

 

（担当委員） 

 場所は、122 号バイパスを旧菖蒲町方面に行きまして、根金交差点を左折したら、約 150

ｍくらいで変則的な道路なんですけども、そこを左に入っていただきますと約 50ｍくらい、

地図で見ますと、この右側が細長いやつで、左が四角になっていると思うんですけど、こ

この黒く塗ってある部分が 1 番の駐車場の予定しているところです。●●●●さんへ行っ

て聞いたんですけれども、●●●●さん、●●●さんのご長男ですね、群馬県に●●●●

●●●●という倉庫業ですか、運輸倉庫と言っておりましたけれども、●●さんは、1 週

間のうち３日は向うに通っているらしいです。現在これの、左側の地図を見てもらいます

と、左入っていく道があるんですけど、ここに駐車場と書いている場所が三角であると思

うんですが、公図の２－１８と書いてあるところです。ここは●●●●さんが借りている

んですけれども、従業員さんとかも車で来るものですから、ほかの会社にも何台かお貸し

ておると仰っておりましたけれども、車そのものが停める席がなくなてしまったのでこち

らを駐車場にしたいということをおっしゃていました。それで、この入って行く道路なん

ですけれども、砂利道なので大型トラックとかは、入っても２ｔ車くらいだと思いますけ

どね、おそらく大型車だと入れないという感じですね。 

 2 番の太陽光発電施設。これは黒く塗った左側のほうで、今、畑と書いてあるところに

496 番ですか、これが奥のほうに入るのに、ここの駐車場を全部フェンスで囲ってしまう



ということなので、進入路としてあり、こちらを太陽光発電施設を作りたいということで

す。何かありましたら、質問お願いします。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。事務局のほうで補足説明お願いします。 

 

（事務局） 

 議案第 3 号番号 1 及び番号 2 について補足説明いたします。場所については、●●委員

さんから説明のありました通りです。国道 122 号線根金交差点の南西側に位置する農地で

ございます。駐車場に方につきましては、転用筆数が 3 筆、転用面積が 1,772 ㎡です。農

振法上の区分については、白地になります。農地区分についても、甲種、1 種、3 種どちら

にも該当しない第 2 種農地でございます。申請内容についてですが、こちらの案件は以前

から相談を受けておりまして、もともとは駐車場と番号 2 の太陽光発電を同じ敷地内で行

いたいというお話でしたが、そのやり方では利用形態が混在してしまうので、内容が複雑

化してしまうことから筆を切ってもらい、別々の申請をしてもらっています。 

申請理由については、当該地の南側の場所を従業員駐車場として利用しているそうです

が、土地所有者の都合によりまして、土地の半分を返還することになりました。それが 74

台分借りているところを返還するという話になっております。そこで不足する駐車場敷地

を補うために今回の申請にいたりました。今回の申請地の予定利用台数も 74 台分というこ

とで車検証の写しもいただいております。駐車場の利用者ですが、●●●●●●●●の従

業員とその親会社であります、●●●●●●●●および●●●●●●●●の従業員も利用

するものとなっております。この 2 社が利用することについては、●●●●●●●●の理

由書で確認済みでございます。 

次に、資金計画ですが、お手元の資料には申請者個人からの融資、●●●●●●●●さ

ん個人からの融資となっておりますが、残高証明を個人の名前で取得してしまったためこ

のような措置をとったということです。実質、自己資金と変わらないのでそういった理解

でよろしくお願いします。 

次に、番号 2 の太陽光発電施設について補足説明いたします。場所については、駐車場

敷地の隣です。こちらも筆数が 3 筆で転用面積が 1,153 ㎡です。番号 1 と同じく農振法の

位置付けは白地、農地区分は第 2 種農地です。申請理由は、業務として太陽光発電を行う

土地を探していたところ、先の駐車場の話が土地所有所とまとまったために、駐車場とし

て必要な分だけ分筆いたしまして、残地を太陽光発電施設として申請に至りました。太陽

光発電については、経済産業省の再生可能エネルギー発電設備の認定書、電力会社との接

続契約に係る書類の写しが必要となりますが、どちらもご提出いただいております。この

太陽光発電施設ですが、設備が６ｍという少し高いものができるという話です。机、椅子

と同じような構造になっているんですけれども、机は２段になっていますが、それが１段

になっていると思っていただいて、角度がついて太陽光パネルという形です。下に、物を

置いたりトラックを停めたり、資材置き場として利用してしまうと、それが建築物として

みなされてしまうために、開発のほうでここの場所で太陽光をするという要件が整わなく

なってしまいます。なので、太陽光で、６ｍと足が長くなってしまうけれども、下には何



も置かないというお話をいただいております。なので、開発行為については、太陽光発電

施設が建築物に当たらないという判断のため、許可申請は不要ということです。現地は整

地されておりまして、きれいな状態になっております。こちらからは以上です。ご審議の

ほどよろしくお願いします。 

 

（議長） 

 ６ｍにする理由を、教えてください。 

 

（事務局） 

 理由として、地面に近い状態に太陽光発電施設を設置すると発電効率が悪くなってしま

うということです。高くすることによって、風通しがよくなって、その分熱がこもりにく

くなって発電効率が良くなり、そうすれば電力が多く電力会社に供給できるという流れと、

聞いておます。以上です。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。 

 

（委員） 

 現在、１基建ってますよね。ああいうような感じのやつが１基ですか。何基建つんだか。 

 

（事務局） 

 あの形は、足が１本でものが上にありますが、今回は足が４本で、ああいった感じです

ね。 

 

（担当委員） 

 私が聞いた話だと、６ｍの高さにして足場は鉄板を敷くけれども、なんで６ｍかという

と、風が通ることによって発電効率が１０何％上がるそうです。それともう一つは、念を

押して聞きましたが６ｍのところで、車庫とか倉庫とかそういうものに絶対使わないです

よねと、聞きましたら、絶対使いませんとは言ってました。もし、もう少しして、あそこ

で栽培できるものがあれば、これから考えたいということでした。案としては、いくつか

考えているらしいんですよ。ただ、これを作ってみないと、野菜作るかなに作るかわから

ないですけれども、それから考えるということを言ってました。 

 浦和のほうで最初造ったらしいんですけれども、向うだと周りに建物だとかなんとかで、

風通しが悪いらしいんですよ。それで、こちらのほうでもできたら４ｍか５ｍでもいいん

だけれども、一番高い所だと、土地そのものが斜めになっているんですよ。その関係で低

い所は４ｍ、こっちの高い所で６ｍ。こういう斜面の所を作るものですから、水平にする

と６ｍ位になってしまう。傾斜地なんですよ、北が。だから、倉庫とか何かしても傾斜地

を倉庫にするっというのはちょっと不可能かな、というのが実際です。 

 

（委員） 



 これ、１反ちょっとありますけど、６ｍという建物は１基ですか。あそこの近くに稼働

してるやつは、太陽に向かって動いてますよね。 

 

 

（委員） 

 あれは儲からないんだって。 

 

（委員） 

 儲からないよりも、発電能力があれは悪いんだって。 

 

（担当委員） 

 あの会社はとっくに倒産してないんだって。 

 

（委員） 

 動いてるから、いいんだと思った。 

 

（担当委員） 

 あれは、発電能力が悪いんだって。あれはあんまり、儲からないらしい。やっぱり、平

面で、屋根にべったり貼り付けるでしょ、あれは角度的にあんまり発電能力が、20 度から

25 度くらいでやると、一番発電能力を発揮するんだって。 

 

（委員） 

 可動式じゃない。 

 

（担当委員） 

 下を風がいっぱい抜けたほうがいい。今、この会社自体も、作ったりつぶれたり、作っ

たりつぶれたりするような会社が多いんだって。だから、この前作った会社と、またこれ

やり方違うんです。以上です。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございました。只今、担当委員さん事務局のほうで説明がありました

が、何かほかにありますか。 

 高さを上げることに対して、ほかに何か影響があるとかなんとか。 

 

（担当委員） 

 周りの影響は、全然ないと言ってました。周りも全部、前も後ろも農地なんですよ。畑

ですので、それに対して害が出るような状態はない。近所の人にも説明したらいいですよ

ということで、書類はもらってないけれども、お願いしたところ、結構ですよということ

は言われたようです。 

 



（議長） 

 それではよろしいですか。 

 

（委員） 

 金額的なことは。 

 

（担当委員） 

 それは聞いてない。 

 

（委員） 

 賠償金額とか。 

 

（担当委員） 

 そこまでは教えてくれない。埼玉県の場合は、売電しても東電の買入数量がまだ余って

いるらしいですよ。だから、群馬と栃木においては、もう売電は一切ないということです。

だから新規の設置はできないということです。 

 

（議長） 

よろしいでしょうか。それでは議案第３号番号１と番号につきまして、承認することに

賛成の方挙手をお願いします。 

 

全員賛成 

 

はい、全員の方賛成です。よって、議案第 3 号番号 1 と番号 2 につきましては、承認す

ることといたします。 

 続きまして、議案第 3 号番号 3 につきまして、担当委員さんのほうからお願いします。 

 

（担当委員） 

 はい。場所ですが、市役所を出まして、高速道路を渡る橋の左を通って、積水の前を通

って踏切があります。その先に 1 つ 2 つ、手押し信号があります。2 つ目が●●●●の手

押し信号で、そこを左に入って行って、3 つ目の角を右へ入って突き当りの 5～6ｍ手前を

右に入って左側がここの土地です。●●●●さんの土地で、●●●●さんというのは、隣

の家で●●さん親子で住んでいて、●●さんが婚約が決まっているそうで、家を建てたい

ということで、このようなことになったそうです。あとは、何かありましたら事務局の方

でお願いします。 

 

（議長） 

 ありがとうございます。では、事務局の方でお願いします。 

 

（事務局） 



 議案第 3 号番号 3 について、補足説明いたします。場所については、●●委員さんが説

明した通りです。黒浜北小学校の西側に位置する農地でございます。転用筆数は 1 筆、転

用面積は 359 ㎡です。農振法上の位置づけは白地です。農地区分については、甲種、1 種、

3 種のどれにも該当しない第 2 種農地でございます。申請内容についてですが、申請人は

市内で両親と同居しておりまして、秋に結婚を予定しているということです。今後、独立

を考えるということで、住宅建築することになったものでございます。申請地の所有者と

の関係ですが、全くの他人ですが申請者、●●●●さんは開発の要件を満たしております。

資金計画については土地代●●●円、造成建築費等で●●●円計上しておりまして、自己

資金●●●円を土地代金の一部として支払い済みで、領収書の添付もいただいております。

金融機関から融資を受けるということで金融機関の住宅ローン審査も通っていることを確

認済みです。用排水計画については資料の通りでございます。開発の要件についてですが、

お手元の資料には、開発許可申請申請中ということですが、20 日に許可見込みありと、合

議をいただいております。現地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、皆様のご審議の程、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。議案第 3 号 3 番につきまして、只今、担当委員さん事

務局の説明の通りです。説明内容につきまして、ご意見ご質問等ございますか。 

 

質問なし 

 

 それでは、質問もないようですので採決をいたします。議案第 3 号番号 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。 

 

全員賛成 

 

 はい、全員の方賛成でございます。よって、議案第 3 号番号 3 については、承認をする

ことにいたします。 

 続きまして、議案第 3 号番号 4 につきまして、担当委員さんのほうから説明をお願いし

ます。 

 

（担当委員） 

 はい、今、申しました所とあまり離れていないで、今言った●●●●の所を左折しまし

て、すると右側に黒浜北小があります。その正門の、真ん前です。●●●●さんがお父さ

んで、直人君がせがれさんです。今は、白岡のアパートに住まわれてますけど、1 人子供

がいて 2 人目ができたそうです。それで、狭くなってこちらの方へということでというこ

とでと言っているそうです。あと何かありましたら、事務局のほうでお願いします。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございました。事務局のほうで補足の方お願いします。 



 

（事務局） 

 番号 4 について、補足いたします。場所は●●委員さんからありました通りです。黒浜

北小の南側です。正門の目の前でございます。転用筆数は 2 筆、面積は 433 ㎡です。農振

法の位置づけも白地、農地区分も第 2 種農地でございます。申請内容について、先ほど説

明があった通りでございます。白岡市のほうでアパート住まいをしておりまして、お子さ

んも 2 人目が生まれたということで、今後アパートも手狭ということで今回の住宅敷地の

建築申請が上がっております。申請者お 2 人のご関係は、親子でございまして、一般的な

分家住宅の案件でございます。開発要件も整っております。資金計画については、行政機

構に●●●●円計上されておりまして 、全額金融機関からの借り入れということです。

住宅ローンの審査も通っていることを確認しております。排水計画については、お手元の

資料の通りです。開発行為について、先ほどと同様で開発行為申請中でありますが、20 日

に建築指導課の許可見込み有と、合議をいただいております。現地についても、きれいに

整地されており、違反等はありませんでした。以上、皆様のご審議の程、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、議案第 3 号番号 4 について、ご意見ご質問

等ございますか。 

 

質問なし 

 

 質問がないようなので、採決をいたします。議案第 3 号番号 4 につきまして、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 3 号番号 4 については、承認を致します。 

 続きまして、議案第 3 号番号 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。 

 

（担当委員） 

 はい、まず、場所ですが、122 号バイパスをパルシーへ入っていただきます。突当りが

パルシーになるわけですけれども、正門を左折いたしまして初めての十字路、右は広い舗

装の道路です、それを左に曲がって 10ｍの所をまた左に曲がって、道なりに行きますと、

３軒屋が並んでいます。その真ん中の家の前の屋敷でございます。●●●さんは、駐車場

を近所に借りてありますが、そこを返還しなければならないという話になったようで、い

ろいろ探しましたら自分の家の前の土地、親戚の新井つや子さんらしいんですけど、そこ

との話がついたということで、この申請に至ったようでございます。以上、事務局のほう

でお願いします。 



 

（議長） 

 はい、ありがとうございました。事務局のほうでお願いします。 

 

（事務局） 

 番号 5 について補足をいたします。場所については、パルシーの南側に位置する農地で

ございます。転用筆数については 2 筆、面積は 178 ㎡です。農振法の位置づけも、白地で

ございます。農地区分については、甲種、1 種、3 種に該当しない第 2 種農地でございます。

申請内容についてですが、申請人は現在、当該地の接続地、公図を見ていただきますと、

今回の申請地が●●●●、その 2 つ上●●●●、こちらを第三者の方から土地をお借りし

て駐車場敷地として利用されていたということですが、土地所有者のご都合でこちらの土

地を返還することになりまして、今回申請が上がってまいりました。使用する台数につい

ては、4 台分として確保しておりまして、今までの利用も 4 台分として確保していたので、

利用者も変わらないということです。利用者については、申請者の●●●さん、親族の●

●●さん 3 人の方、合わせて 4 人で利用するということです。4 台分の車検証の写しもい

ただいております。資金計画と排水計画については、お手元の資料の通りでございます。

開発許可については、新規の建築物がないため許可不要案件でございます。現地について

は、特に違反等はありませんでした。以上補足と致しまして、皆様の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。議案第 3 号番号 5 については、ただ今、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。ただ今の説明内容につきまして、何かご意見

ご質問等ございますでしょうか。 

 

質問なし 

 

 はい、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 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。 

 

全員賛成 

 

はい、全員の方賛成でございます。よって、議案第 3 号番号 5 につきましては、承認を

いたします。 

 続きまして、6 ページ。相続税納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認についてでご

ざいます。議案第 4 号について、事務局より朗読をお願いいたします。 

 

（事務局）― 議案第４号、議案書朗読 ― 

 

（議長） 



 それでは、議案第 4 号番号 1 から番号 8 までについて、担当地区委員さんから順次説明

をお願いいたします。1 つの案件の説明が終わりましたら、事務局から補足をお願いいた

します。 

 それでは、議案第 4 号 1 番につきまして担当委員さんのほうからお願いします。 

 

（担当委員） 

 はい、1 番●●●●さんの全部で 17 筆です。過日、事務局増田さんと現地確認を行いま

してすべて耕作していることを、確認いたしました。以上です。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございます。続きまして、2 番を担当委員さんのほうからお願いしま

す。 

 

（担当委員） 

 2 番、3 番、4 番が●●●●さんと●●●●さんと●●●●さんの畑は一緒です。3 人一

緒の所で、今は野菜とか色々作付がありました。あまり荒れている様子はなかったです。

よろしくお願いします。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございます。続きまして、5 番を担当委員さんのほうからお願いしま

す。 

 

（担当委員） 

 はい。●●●●さん、これも同じように事務局増田さんと現地確認を行いまして問題な

いことを報告いたします。以上です。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございます。続きまして、6 番を担当委員さんのほうからお願いしま

す。 

 

（担当委員） 

 ●●●●さんでございますけれども、3 月 13 日、事務局増田さんと現地確認をしまして

全部きれいに自作していたことを見てます。よろしくお願いします。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございます。続きまして、7 番を担当委員さんのほうからお願いしま

す。 

 

（担当委員） 

 はい。●●●●さん、●●●●番地他 22 筆。すべて耕作してきれいにしておりました。 



よろしくお願いします。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございます。続きまして、8 番を担当委員さんのほうからお願いしま

す。 

 

（担当委員） 

 全部で 21 筆のうち 2 筆だけ耕作していない現場がありました。線路沿いの農地ですが、

耕作がしてないということを、事務局増田さんと一緒に確認しました。現地のほうについ

ては、所有者のほうに耕作してくれということの連絡をしていただくことになりました。

以上です。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございます。事務局より補足をお願いします。 

 

（事務局） 

 草が生えてしまっている部分に関しては、ご本人に連絡をして相続税納税猶予が切れる

直前にはきれいになっているように、税務署からのお訪ねが来るまでには、きれいにして

いただくように、お話をいたしました。 

 

（議長） 

 はい、わかりました。それでは、議案第 4 号番号 1 から番号 8 については、ただ今担当

地区委員さん及び事務局の説明の通りでございます。ただ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） 

 全体を通してなんですが、猶予受ける期間はすべて、市街化調整区域外ということで終

身の営農でいいんでしょうか。 

 

（事務局） 

 平成 21 年の改正以前での納税猶予の開始となっておりますので、20 年です。今年期限

が切れる方たちです。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございます。他にありますか。 

 それでは、一括で採決を取らせていただきます。議案第 4 号番号 1 から番号 8 につきま

しては、担当委員さん及び事務局の説明の通りでございます。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 



 

 はい、全員の方賛成でございます。よって、議案第 4 号番号 1 から番号 8 につきまして

は、承認をいたします。 

続きまして、報告の関係でございますが事務局のほうへお願いします。 

 

（事務局） 

 すいません、時間の関係で、本来報告事項も朗読しなければならないのですが、お手

元の資料の通りでございます。本日、差し控えさせていただいたきます。資料をご覧いた

だきまして何かご質問があれば、対応したいと思います。よろしくお願いします。 

 

（議長） 

 ただ今、事務局のほうでお話がございました。報告 1 から報告 5 の以上でございます。 

 それでは、以上でございます。 

 

 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。 

  

（委員） 

 差し替えのやつが来てるんですけど、どこが違うのが教えてください。 

 

（事務局） 

 報告 4 についてですが、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

です。こちらについては、番号 1 と番号 6 の内容が変わっております。条件付所有権移転

仮登記、条件付共有者全員持分全部所有権移転仮登記に内容が変わっております。 

 

（委員） 

 はい、わかりました。 

 

（事務局） 

 報告 5 が追加報告となります。 

 

（議長） 

 ほかにございますか。 

 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。 


