
 

 

 

 

 

 

 

平成３０年第５回 

 

蓮田市農業委員会総会議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔日 時〕平成３０年５月２５日（金） 

 

 

〔場 所〕市役所３０４・３０５会議室 

 

取扱区分：公開 



 

平成３０第５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５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５月２５日（金） 午後２時０３分 

 

２ 閉会日時  平成３０年５月２５日（金） 午後４時２３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（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３号  相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

     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 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     

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） 

それでは、農業委員会総会を開会したいと思います。まずは、会長挨拶お願いします。 

 

（会長）―会長挨拶― 

 

（事務局） 

ありがとうございました。以降の議事進行につきましては、会議規則に基づきまして、

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。 

平成３０年４月２５日（金）に開催されました平成３０年第３回農業委員会総会の会事

録の議事録を事前に送付して確認していただき、修正個所がある場合は、この場で修正し

訂正することにいたします。委員の皆様方には、修正個所はありましたでしょうか。もし

あるようでしたら、挙手をお願いします。 

よろしいですか。それでは、無いようでございますので、私の署名に続きまして●番●

●●●委員、●●番●●委員の署名をお願いします。 

 

（議 長） 

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

●●●委員より欠席の旨の報告がありましたので、ご報告をいたします。従いまして１４

名中１３名で総会に必要な定数を満たしておりますので、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３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

いてです。議案第１号１７件のうち番号１から番号１２までの新規設定分について、事務

局より朗読をして頂きたいと思います。 

 

（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、番号１番の説明をお願いします。 

 

（担当地区委員） 

はい、番号１、２、３を一括でお願いいたします。 

番号１と３が高虫前野でございまして、場所は、平野小学校を高虫方面に行きまして、

自治会館の入り口が左側にある所を左に曲がっていただくと、前野の田んぼに出ますが、

田んぼに出たら、番号３の田んぼですが、右側に４枚目、番号１のほうがそれを直進しま

すと、上平野に向いている道路に出ますが、その道路を綾瀬川のほうに直進して２枚目で

ございます。この２枚ともに、前から耕作していた田んぼで、非常によく管理ができてい

ると思います。委員の方ご承認をお願いいたします。 

あと、番号２ですが、後野でございます。高虫の十字路を菖蒲方面に右に曲がると、元

荒川の橋に出ます。その橋を右に曲がり、１本目の道路を右に曲がりますと、ちょうど中

間地点ですが、これも前から作っているところで、よく管理されていますので、ご承認の

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、ただいまの１番２番３番につきまして、何

かご意見ご質問等ありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、承認することに賛成の方、挙手をお願いします。 

 

全員賛成 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第１号の番号１番号２及び番号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１号の番号４について、担当委員さ

んからお願いします。 

 



（担当地区委員） 

 はい、場所ですけど、元の貝塚保育園のちょうど西側に当たるところなんですけど、３

０ｍくらい西に行ったところの埋め立てした場所でございます。何か作っているというこ

ではないんですけど、今までも借りてたから契約をしたのではないかと思います。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す。事務局より補足があればお願いします。 

 

（事務局） 

 番号４について、補足をいたします。こちらの利用権に関しては、土地の所有者、●●

●●様が３月にお送りしました農用地利用状況調査を窓口にお持ちになりまして、ここの

農地は●●様の方に貸している資材置場だということでお話を伺っていたんですけれども、

よくよくお話を聞きますと、資材ではなく、●●様の方で花木を植えて使わせてもらって

いるということだったので、それでは前に一度利用権を設定していたんですけれども、資

材置場ということで一旦はやめましたが、花木ということで、再度、利用権を設定される

こととなりました。以上です。 

 

（議長） 

はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの番号４につきまして、何かご意

見ご質問等ありますか。 

 

（担当地区委員） 

 はい、今度そこに何か植えるということですか。 

 

（事務局） 

 植えるといいうことではなく、既にそこで花木として使っているというお話でした。最

初は資材置場ということだったので、トラクターとか物が置いてあるんじゃないかという

ことで、農地ではないものとしての扱いということで利用権を解除したんですけれども、

花木を植えていて他の物は何も植えていないということでしたので、貸し借りをするとい

うことで、原田様の方からお話がありました。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。他にはありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、承認することに賛成の方、挙手をお願いします。 



 

全員賛成 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第１号の番号４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１号の番号５について、担当委員さんからお願いしま

す。 

 

（担当地区委員） 

 はい、駒崎の田んぼなんですけど、これは民家の方に近いところで、転作のローテーシ

ョンのところではないということでございます。これをちょっと調べましたら、始期が７

月１日からということなんですけど、おそらく今日田植えをやっていると思いますので、

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す。事務局より補足があればお願いします。 

 

（事務局） 

 番号５について、補足をいたします。こちらの農地については、借人さんが、今は●●

●●様になっていますけれども、６月３０日までが●●●●様という方が利用権を設定さ

れているところなんですけれども、借人さんを変えるということで新規であがってきたと

ころです。以上です。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。何かご意見ご質問はありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、承認することに賛成の方、挙手をお願いします。 

 

全員賛成 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第１号の番号５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１号の番号６について、担当委員さんからお願いしま

す。 

 

（担当地区委員） 



 はい、ここの場所は大字蓮田という黒浜地区の方の田んぼと南中の方の田んぼ、この場

所全部が１か所ではなくて、場所は全部違っております。今回、桑原の●●●●様と●●

●●様夫婦、そして●●様、借人の●●様にお話を伺ったところ、●●様の方では水田を

作ることができない、そのまま迷惑をかけることもできないので、●●様の方にお願いし

て耕作をしてもらうということです。以上です。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございます。事務局より補足があればお願いします。 

 

（事務局） 

 補足は特にありません。 

 

（議長） 

 はい、何かご意見ご質問はありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、承認することに賛成の方、挙手をお願いします。 

 

全員賛成 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第１号の番号６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１号の番号７について、担当委員さんからお願いしま

す。 

 

（担当地区委員） 

 はい、場所は国道１２２号線の根金の交差点を右折いたしまして、7,800ｍ行くと元荒川

にかかる根金橋を渡り右へ曲がって土手の方へ行きます。ここを 50～60ｍほど行った場所

です。現状は少々草は生えてましたが、畑のていは成しています。借人の方がこれから手

を加えて野菜等を作るとのことです。こちらの●●様は養蜂、蜂を飼っているので、蜂の

巣箱は５、６個置いてありました。貸人の●●様と●●●●様、こちらは親子です。●●

様があまりもう管理等をできる状況ではないので貸したものです。以上です。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございます。事務局より補足があればお願いします。 

 

（事務局） 



 番号７、番号８について、補足をいたします。借人の●●●●様は以前から相対でこち

らの方の土地はお借りしていたということなんですが、今回が正規に利用権ということで、

出していただきました。養蜂業をメインにやっていくということで、利用権の方が出てい

ます。以上です。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。何かご意見ご質問はありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、承認することに賛成の方、挙手をお願いします。 

 

全員賛成 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第１号の番号７それから番号８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１号の番号９について、担当委員さん

からお願いします。 

 

（担当地区委員） 

 はい、場所はですね、山ノ神沼の東側の一角にあります。借人の●●●●様はですね、

地元貝塚でも熱心な転作農家でして、既に２か所も田植えがしてありますので、問題ない

かと思います。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す。事務局より補足があればお願いします。 

 

（事務局） 

 補足は特にありません。 

 

（議長） 

 はい、何かご意見ご質問はありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、承認することに賛成の方、挙手をお願いします。 



 

全員賛成 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第１号の番号９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１号の番号１０について、担当委員さんからお願いし

ます。 

 

（担当地区委員） 

 はい、ご報告いたします。議案第１号の１０番、引き続き１１番も江ヶ崎地内なので、

説明します。まず、１０番の借人、さいたま市にお住まいの●●様にお会いして参りまし

た。●●様によりますと、番号１０の貸人であります春日部市在住の●●様の田んぼにつ

いては、昨年まで耕作をお願いしていた人が都合で終了したいということで、●●様の方

にやってくれとお願いがあったということです。なお、●●様は田んぼを積極的に作って

いるさいたま市在住の人でありますので、何ら問題はないとは思いますが、ひとつよろし

くお願いいたします。１１番については、さいたま市在住の●●様の畑ですが、田んぼと

して●●様が相対で作付けをしていたところ、さいたま市の農政課の助言で蓮田市できち

んと申請をし、賃貸借を結べということで、相対で作っていたんだけれども、一緒に利用

権ということで、本日の議案に至った次第であります。以上です。補足あればお願いいた

します。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございます。事務局より補足があればお願いします。 

 

（事務局） 

 番号１０、番号１１について、補足をいたします。借人の●●●●様はさいたま市在住

で、●●●●●●ということで、農園を持っているそうです。さいたま市の方では認定農

業者の認定を受けているということです。以上です。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。何かご意見ご質問はありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、承認することに賛成の方、挙手をお願いします。 

 

全員賛成 

 



（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第１号の番号１０それから番号１１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１号の番号１２について、担当委

員さんからお願いします。 

 

（担当地区委員） 

 はい、場所ですが、駅からバス通りの黒浜杉戸線を黒浜小学校のところ右に３００ｍ入

りまして丁字路がありまして、そこを右に曲がって３００ｍ行きますと十字路を左の方へ

３００ｍぐらい行ったところの左側の鉄骨のハウスです。●●●●様が自分でトマト、キ

ュウリを作付けしていたんですけど、●●●●●●●●●●の方で米の方の作付けを行う

ということで、●●●に貸しておりました。今度は●●様が独立して経営したいとのこと

で、個人との利用権設定を行いたいということで申請をした次第でございます。補足あり

ましたら、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す。事務局より補足があればお願いします。 

 

（事務局） 

 番号１２について、補足をいたします。●●様という方は、認定新規就農者ということ

で、今から５年前に、認定新規就農者の認定を受けまして、市の方から補助金が出ている

方でございます。この９月でその認定期間が終わるんですけども、主に野菜作りを一生懸

命されている方でございまして、今までこの場所というのが、●●●●様と●●●様で利

用権設定を結んでいたところでございまして、実はその●●●様が借りてはいたんですが、

そこで野菜を作っていたのがこちらの●●様でございまして、補助金を受けている関係で

ですね、自分の耕作している土地というのは自分で利用権設定等をしておかないとまずい

ということで、国の農水省の方から県を通して、そのような指導がありました。それに基

づきまして今回、賃貸関係をしっかりしようということで、●●●●様から●●様の方に

利用権設定を結ぶという本来正しい形、やるべきことを今回整えたということでございま

す。以上です。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。何かご意見ご質問はありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、承認することに賛成の方、挙手をお願いします。 

 

全員賛成 



 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第１号の番号１２については承認をするこ

とにいたします。番号１３から番号１７については、継続でございます。それでは、番号

１３から番号１７につきまして、何かご意見ご質問はありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、承認することに賛成の方、挙手をお願いします。 

 

全員賛成 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第１号の番号１３から番号１７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２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。事務局の方から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）  

はい、ありがとうございました。それでは、議案第２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、番号１番について、担当地区委員さんから説明をお願いしま

す。 

 

（担当地区委員） 

 はい、場所は国道１２２号線の根金の交差点を右に曲がって２００から３００ｍ行った

左側、●●●●が物流倉庫の建設をやっているところです。●●●●様の方は隣の土地と

の境がなかなか確定しないで、何十年ともめてたところで、やっと話がついてこの申請に

至ったそうです。●●●●様の方は本人に聞きに行ったらどこにあるか分からないという

土地で、地図で調べて行ったら、耕作放棄地で分からない状態でした。それで事務局の●

●さんへ電話してあそこの塀の中に入っちゃってるんじゃないかと聞いたら、いや、あそ

こにあるはずだということで、調べてきたら本当にうなぎの寝床のような土地がありまし

た。事前着工等はありませんでした。以上です。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございます。事務局より補足が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。場所は国道１２２号線根金の交差点の北東側に位

置する農地です。転用筆数は２筆、転用面積は２８１㎡です。 

 また、農振法上の位置づけですが、農用地区域外にある農地、いわゆる白地になります。

次に農地区分でございますが、こちらの農地は、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。 

本案件については、●●●●が平成２９年１１月８日付け指令蓮農委第５２９１２２号

において農地転用許可及び都市計画法第２９条の許可を得ているものに、２筆土地を追加

するものとなっております。平成２９年１０月当時、隣地との境界が確定できず区域に含

められなかった２筆、今回の申請地がありまして、事前相談の段階から、境界が確定した

ら追加で申請をすると話を伺っておりまして、今回、境界が確定したので申請に至りまし

た。既に許可を得ている区域については、目隠しが設置されて、工事も進んでおります。

申請地の２筆については、その目隠しの外側にある農地で、前回の許可時からまとめて着

手しているという事実はなく、事前着工等の行為はないことを確認しております。次に資

金計画と用排水等については、お手元の資料の通りでございます。開発行為については、

今月２３日、開発変更許可見込ありと合議を頂いております。以上皆様のご審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

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

事務局の説明があったとおりでございます。何かご意見ご質問はありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、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。 

 

全員賛成 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第２号の番号１については承認をすること

にいたします。続きまして番号２について、担当地区委員さんの方から説明をお願いしま

す。 

 

（担当地区委員） 

 はい、説明いたします。場所は国道１２２号線の閏戸の交差点から３００ｍくらいのと

ころ、右側にあります、●●●●の工場があります。その前の交差点を右側に入って、●

●●●の工場へ入っていくところを、そのまま行くと工場に入っちゃいますから手前を左

に曲がるとそこが現地です。草は生えてますけど、違反等はありませんでした。●●●●



というのはこの●●●●の子会社で不動産を扱う会社ということです。以上です。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございます。事務局より補足があればお願いします。 

 

（事務局） 

 番号２について、補足をいたします。場所は●●●●の北側に位置する農地です。転用

筆数は１筆、転用面積は９４㎡です。 

 また、農振法上の位置づけですが、農用地区域外にある農地、いわゆる白地になります。

次に農地区分でございますが、こちらの農地は、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。 

申請者は、●●●●●●●●を置く、●●●●●●●●法人で●●●●の関連会社にな

ります。申請目的は、貸駐車場で関連会社である●●●●に貸し付けるものになります。

申請の経緯についてですが、当該地北側に隣接する宅地を取得し、●●●●及び関係者の

宿泊施設として利用する計画がある中で、その宿泊施設利用者用の駐車場として今回の申

請に至りました。宅地の所有者は、今回の譲渡人であります加賀谷氏でございまして、引

越し先が決定し次第引き渡すものとなっており、概ね７月から１０月頃を予定していると

のことです。次に資金計画と用排水等については、お手元の資料の通りでございます。開

発行為については、建築物を伴わないので、許可不要です。現地についても、事前着工等

の違反はありませんでした。以上皆様のご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。議案第２号番号２については、ただいま、担当地区委員さん、

事務局の説明があったとおりでございます。何かご意見ご質問はありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、議案第２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。 

 

全員賛成 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第２号の番号２については承認をすること

にいたします。続きまして番号３について、担当地区委員さんの方から説明をお願いしま

す。 

 

（担当地区委員） 



 はい、ご説明いたします。まずは場所から、市役所を出て高速道を左へずっと積水の前

を通って、２００ｍくらい行くと山中医院てお医者さんがあるんです。そこの前を右に入

って行って突き当たる左角に一軒あってその手前のところなんです。そこはもうこの間行

ってきたんだけどトラクターでちゃんときれいにしてありました。●●●●様の娘様があ

そこへアパートへ入っていて、手狭でここに来たいということを言ってました。補足をお

願いします。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございます。事務局より補足があればお願いします。 

 

（事務局） 

 番号３についてご補足します。場所は黒浜西中学校の北側に位置する農地です。転用筆

数は１筆、転用面積は４９９㎡です。 

 また、農振法上の位置づけですが、農用地区域外にある農地、いわゆる白地になります。 

 次に農地区分でございますが、こちらの農地は、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、申請人は現在、宮代町のほうでアパート住まいをしておりまして、

結婚し今後の生活、将来のことを考え、今回の住宅建築の申請が上がっております。申請

者お二人のご関係は、親子でございます。奥様の●●●●様のお父様が譲渡人●●●●様

です。開発の要件、調整区域の２０年以上居住者が●●●●様になります。次に資金計画

と用排水等については、お手元の資料の通りでございます。開発行為については、今月２

３日、開発許可見込ありと合議を頂いております。現地についても、事前着工等の違反は

ありませんでした。以上皆様のご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

  

（議長） 

 ありがとうございました。議案第２号番号３については、ただいま、担当地区委員さん、

事務局の説明があったとおりでございます。何かご意見ご質問はありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、議案第２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。 

 

全員賛成 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第２号の番号３については承認をすること

にいたします。続きまして番号４について、担当地区委員さんの方から説明をお願いしま



す。 

 

（担当地区委員） 

 はい、ご説明いたします。閏戸の曽根、場所は、国道１２２号線を行きますと新幹線の

高架線がありまして、それに沿って右に曲がりまして、二つ目に細い路地があるんですけ

ど、二つ目を右に曲がりますと、カーブしながら道がありましてすっと行くとカーブの最

後に●●●●●●●●●●がございます。右側ですね。その道路を挟んだ反対側のほうに

予定地がございます。その予定地のほうには住宅等も建っております。住宅の東側でしょ

うか、細長い土地があり、ちょっとした資材置場になっているところがございます。事前

着工等もありませんでした。補足ありましたら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す。事務局より補足があればお願いします。 

 

（事務局） 

 番号４についてご補足します。場所は市民体育館パルシーの南側に位置する農地です。

転用筆数は１筆、転用面積は３８９㎡です。 

 また、こちらの農地は、農振法上の農用地区域内にある農地ですが、その除外手続きに

よりまして、平成３０年４月２６日付春農振第１００号で同意されており、除外の決定が

おりております。 

 次に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、申請人は現在、市内でアパート住まいをしておりまして、結婚し今

後の生活、子供のことを考え、今回の住宅建築の申請が上がっております。申請者お二人

のご関係は、親子でございます。開発の要件、調整区域の２０年以上居住者が母親の●●

●●様になります。次に資金計画と用排水等については、お手元の資料の通りでございま

す。開発行為については、今月２３日、開発許可見込ありと合議を頂いております。現地

については、申請時は少し草が生い茂っている状態でしたが、今月２０日に確認をしたと

ころ、きれいに草刈りもされていり、事前着工等の違反はありませんでした。以上皆様の

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。議案第２号番号４については、ただいま、担当地区委員さん、

事務局の説明があったとおりでございます。何かご意見ご質問はありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、議案第２号の番号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。 

 

全員賛成 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第２号の番号４については承認をすること

にいたします。続きまして番号５について、担当地区委員さんの方から説明をお願いしま

す。 

 

（担当地区委員） 

 はい、場所については、旧１２２号線を下りまして、蓮田北小学校入口の手押し信号を

超えまして、もう少し先へ行きますとローソンが右側にあります。そのローソンのすぐ北

側の一角になります。その農地沿いには一軒家が建ってますが、ローソンの裏の土地でご

ざいます。こちらの方、●●●●、こちらの会社におきましては、今現在地権者の●●●

●様の近所の方に本社がありまして、今まで黒浜の方に駐車場を確保してましたけど、近

くにどこかほしいということで話が出たそうです。用地については、草は生えております

が、定期的な管理はされてそうでした。以上です。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございます。事務局より補足があればお願いします。 

 

（事務局） 

 番号５についてご補足します。場所はローソンの北側に位置する農地です。転用筆数は

１筆、転用面積は３８６㎡です。 

 また、農振法上の位置づけですが、農用地区域外にある農地、いわゆる白地になります。

次に農地区分でございますが、こちらの農地は、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。 

 申請者は、市内閏戸に事務所を置き、●●●を主とする法人です。申請目的は、従業員

用の駐車場となっております。申請の経緯についてですが、現在は黒浜郵便局の隣の宅地

２筆３４５．３３㎡を自社の所有地として使用しておりますが、敷地内の駐車可能台数が

不足しているため、農地転用許可を条件に売買契約を結んでおりまして、許可後は今回の

申請地のみを利用するとのことです。既存の駐車場は利用する車両１３台に対し、１０台

分確保しており、今回の申請地では利用する車両１２台に対し、１２台分の敷地を確保す

る内容になっております。次に資金計画と用排水等については、お手元の資料の通りでご

ざいます。開発行為については、建築物を伴わないので許可不要案件です。現地について

も、事前着工等の違反はありませんでした。以上皆様のご審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。議案第２号番号５については、ただいま、担当地区委員さん、



事務局の説明があったとおりでございます。何かご意見ご質問はありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、議案第２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。 

 

全員賛成 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第２号の番号５については承認をすること

にいたします。続きまして番号６について、担当地区委員さんの方から説明をお願いしま

す。 

 

（担当地区委員） 

 はい、駒崎を通る県道上尾久喜線ですね、駒崎地区の中で唯一の手押し信号のある旧セ

ブンイレブン、現在は山田運送が倉庫業を行っておるわけですが、その東側ですぐ裏側で

ございます。この土地ですが、これについては、もうだいぶ古い時代、６０年７０年頃か

ら土地を農地以外で使っていたと、現在は車庫になっておるわけですけど、当時としては、

豚を飼っていたような時代から使っていたような状態で、４５年の都市計画、４８年の農

振法以前からこの土地を農地以外で使用していたというものでございます。今回の申請は、

追認をしてもらいたいということで、譲渡人と譲受人の条件が合いまして、何とか親のや

ったことではありますが、子どもになった自分らの世代で何とかけりをつけたいというこ

とで条件が合ったということで申請に至った土地でございます。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す。事務局より補足があればお願いします。 

 

（事務局） 

 番号６についてご説明します。場所は駒崎自治会館の南側に位置する農地です。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をしていた追認案件です。転用

筆数は１筆、転用面積は１９８㎡です。 

 また、農振法上の位置づけですが、駒崎地区ではございますが、告示前証明が出ており、

農用地区域外にある農地、いわゆる白地になります。次に農地区分でございますが、こち

らの農地は、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。 

 追認に至った経緯ですが、昭和４５年当時から当該地を賃貸借契約で使用してきました



が、今回所有権を移し申請に至りました。現地については、母屋の北側に農業用倉庫、現

在は車庫も兼ねて利用している建物があり、昭和４３年の航空写真に同じ建物があること

を確認済みです。申請地は元々●●●●●という●●の土地でしたが、建物がある必要な

部分のみ分筆を行い、申請されております。次に資金計画と用排水等については、お手元

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

です。以上皆様のご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。議案第２号番号６については、ただいま、担当地区委員さん、

事務局の説明があったとおりでございます。何かご意見ご質問はありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、議案第２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。 

 

全員賛成 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第２号の番号６については承認をすること

にいたします。続きまして番号７について、担当地区委員さんの方から説明をお願いしま

す。 

 

（担当地区委員） 

 はい、番号７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ところの東北自動車道にかかる椿山橋を渡り、

左折し、約２００ｍ進んだところを右折し、黒浜運動公園方面へ約３５０ｍ進みますと、

横断歩道のある十字路があり、角に日本通運の倉庫がございます。そこを右折し、約３０

０ｍ進んだところを左折して、約５０ｍ行った突き当たりが案件の申請地、大字黒浜字雅

楽谷●●●●●●となります。位置的には、国立東埼玉病院の西側になります。 

 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、機

械化になってからは耕作ができず、埋め立てて田畑転換を行った地域であり、現在はほと

んどが自己保全管理となっております。 

 ５条の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、梅畑として利用し

ていましたが、生産性に乏しく、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。 



 現在、申請地は少々草が生えておりますが、梅畑の状態であり、事前着工もなく、違反

等もないと思われます。譲受人とは遠方のためコンタクトはとれておりませんが、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でありますので、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す。事務局より補足があればお願いします。 

 

（事務局） 

 番号７について補足します。場所は国立東埼玉病院の西側に位置する農地です。補足資

料には南側とありますが、西側でございますので、お手数ですが訂正をお願いいたします。

失礼いたしました。転用筆数については１筆、転用面積は６１８㎡です。 

 また、農振法上の位置づけですが、農用地区域外にある農地、いわゆる白地になります。

次に農地区分でございますが、こちらの農地は、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、補足説明資料内、申請理由には、申請人は現在、自宅で会社

経営をしていると記載しておりますが、私の聴き取りの誤りで、会社は都内にあり、そこ

で経営しておるとのことです。自宅での会社経営は誤りですので、申し訳ありませんが、

訂正をお願いします。会社については、不動産の管理及び賃貸を始め経営コンサルティン

グ業務を行っている法人です。またほかに診療所の出張コンサルティング業も行っており、

インターネットで検索したところご本人のお名前と顔写真も出てきているので確実性の見

込みはあると思われます。申請内容については、将来の安定した収入を得るため太陽光発

電システムによる売電事業を行うため、今回の申請に至りました。次に資金計画について

ですが、今回は個人の申請ではありますけれども、自己資金及びローン会社からの融資を

受けるということで残高証明、またローンの審査が通っていることも確認済みです。用排

水等については、お手元の資料の通りでございます。開発行為については、太陽光発電施

設は建築物に該当しないため、許可不要です。現地についても、事前着工等の違反はあり

ませんでした。以上皆様のご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。議案第２号番号７については、ただいま、担当地区委員さん、

事務局の説明があったとおりでございます。何かご意見ご質問はありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、議案第２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。 

 

全員賛成 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第２号の番号７については承認をすること

にいたします。続きまして番号８について、担当地区委員さんの方から説明をお願いしま

す。 

 

（担当地区委員） 

 はい、番号８について、ご説明いたします。場所はさっき言った東北自動車道の脇を行

って積水を過ぎて、山中医院まで行きまして今宮酒店があって、それを道なりにずっと行

くと南新宿の信号機の交差点があるところを左折いたしまして１００ｍ行くと右側に林昌

寺というお寺があります。その手前の細い道なんですけど、それを入って行って林昌寺の

屋敷の次に畑が一枚あります。そのはずれを左に入って行くと三つ角にぶつかりますから

その左角を入った左側です。息子さんがそこに来るそうです。学校も近いし、アパートも

手狭で、こっちに来たいということでした。よろしくお願いいたします。補足ありました

らお願いいたします。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございます。事務局より補足があればお願いします。 

 

（事務局） 

 番号８について補足します。場所は南新宿地内、林昌寺の北側に位置する農地です。転

用筆数は２筆、転用面積は３７３㎡です。 

 また、農振法上の位置づけですが、農用地区域外にある農地、いわゆる白地になります。

次に農地区分でございますが、こちらの農地は、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、申請人は現在、越谷市でアパート住まいをしておりまして、

結婚し今後の生活、子供のことを考え、今回の住宅建築の申請が上がっております。申請

者お二人のご関係は、親子でございます。開発の要件、調整区域の２０年以上居住者が母

親の●●●●様になります。次に資金計画と用排水等については、お手元の資料の通りで

ございます。開発行為については、今月２３日、開発許可見込ありと合議を頂いておりま

す。現地についても、違反等はありませんでした。以上皆様のご審議のほど、よろしくお

願いいたします。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。議案第２号番号８については、ただいま、担当地区委員さん、

事務局の説明があったとおりでございます。何かご意見ご質問はありますか。 

 



（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、議案第２号の番号８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 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第２号の番号８については承認をすること

にいたします。続きまして番号９について、担当地区委員さんの方から説明をお願いしま

す。 

 

（担当地区委員） 

 はい、最初に場所なんですけど、資料の現地案内図⑨です。こちらでございます。土地

の所在なんですけど、県道蓮田杉戸線で元荒川にかかる川島橋から近いです。川島地内で

ございまして、蓮田はすの実作業所のすぐ南側に位置しております。土地なんですが、４

筆ございまして、●●●、●●●、●●●、これが●●様、それから●●●が●●様の所

有の農地になっています。この４筆の農地を一体的に使いまして、新蓮田サービスエリア

の建設工事の現場事務所を作るために一時転用したいというものでございます。転用期間

は２年ということで聞いております。●●様の農地●●●、●●●、●●●の●●が工事

現場事務所の敷地ということ、それから●●様の農地●●●が市道公道がありまして、そ

こから現場事務所の進入路ということで利用したいということでございます。先日、●●

様と●●様宅に行きまして、話を伺いましたところ、これまで●●様は水田ということで、

●●様は畑ということで、利用してきたということでございます。それで、現在の状況な

んですが、少し草は生えていますが、農地として良好に保全管理されておりまして、また、

事前着工等はありません。それから、参考までにちょっと申し上げたいのですが、譲受人

の●●●●という会社ですが、これは●●●●の●●で創立されまして、現在は資本金が

約●●億円、従業員数が約●●人、そして国内に●●の支社を構えておりまして、国内国

外にも建設工事とか海洋調査、それから地域の土地開発等を手掛ける中堅のゼネコン会社

でございます。以上ですが、事務局で補足等ありましたらお願いします。 

 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございます。事務局より補足があればお願いします。 

 

（事務局） 

 番号９について補足します。場所は川島橋の南側に位置する農地です。転用筆数は４筆、

転用面積は１９１２㎡です。 



 また、農振法上の位置づけですが、農用地区域外にある農地、いわゆる白地になります。

次に農地区分でございますが、おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内

にある農地ですので、第１種農地でございます。  

 申請内容について、東日本高速道路株式会社が実施する東北自動車道蓮田サービスエリ

ア新上り線の建設工事に伴い、一定期間、工事用仮設事務所を確保する必要があり、今回

の申請に及んだものです。以前当該地近辺で仮設事務所の申請がありましたが、あちらは

建設現場の地盤工事に伴うもので、今回は建物を建てることに伴う仮設事務所の申請でご

ざいます。一時転用ということで、期間は２年。その中で、現況復旧まで行う内容になっ

ています。現況復元費用を含めた見積書と復元計画書も確認済です。 

 次に資金計画については、お手元の資料の通りでございます。 

用排水計画については、当初、排水を申請地西側にある用水路に直接放流する計画が出

ておりましたが、こちらの用水路は最終的に川島地内の田んぼに流れるため、周辺の稲作

に悪影響を及ぼす恐れがあることから、適切ではないと道路課及び農政課土地改良担当か

ら指導がありました。そこで、代替案として給排水管を新たに仮設し、申請地の南西側に

ある排水路に接続する計画にまとまりました。給水については、申請地東側の農地の一部

に仮設の給水引き込みの管を埋設します。排水については、合併浄化槽を通し、用水路に

繋がらないよう、用水路の上に仮設管を通して排水路に放流するものとなっております。

その際に発生する、道路占用、法定外公共物使用許可、土地所有者の排水同意は全て整っ

ていることを確認済みです。 

 開発行為については、建築物を伴わないので、許可不要です。現地についても、事前

着工等の違反はありませんでした。以上皆様のご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。議案第２号番号９については、ただいま、担当地区委員さん、

事務局の説明があったとおりでございます。何かご意見ご質問はありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、議案第２号の番号９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 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第２号の番号９については承認をすること

にいたします。続きまして番号１０について、担当地区委員さんの方から説明をお願いし

ます。 

 



（担当地区委員） 

 １０番ですが、場所なんですけど、農協の経済センター、あそこを西の方へ入って行き

ますと駒崎の道路がありまして、１００ｍぐらい入りますと、共同墓地があります。北の

方へ向かいますと駒崎の用排水のところに出ます。そのすぐ墓のすぐ前のところなんです

けど、●●様の倅様が分家で出るということです。現場なんですけど、●●様の実家でお

ばあ様と弟様が住んでいてその裏側になります。そこへ、家が狭いということでそこに建

てたいというそうです。現地については、何も作っておりません。野菜も作っていたりし

てたんですけど、今は何も作っていません。更地になっています。草も生えてないきれい

な状態です。問題はないと思いますので、ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

（議長） 

 はい、ありがとうございます。事務局より補足があればお願いします。 

 

（事務局） 

 番号１０について補足します。補足説明資料に訂正がありまして、申請地の場所を市民

体育館パルシーからＪＡ南彩蓮田営農経済センターの南西側に訂正をお願いします。申し

訳ございません。申請内容は、転用筆数は２筆、転用面積は４５４．６２㎡です。また、

こちらの農地は、農振法上の農用地区域内にある農地ですが、その除外手続きによりまし

て、平成３０年４月２６日付春農振第１００号で同意されており、除外の決定がおりてお

ります。 

 次に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、申請人は現在、市内で両親と同居をしておりまして、結婚し今後の

生活、子供のことを考え、今回の住宅建築の申請が上がっております。申請者お 2人のご

関係は、親子でございます。申請人の奥さんのお父様が、今回の譲渡人●●●●さんでご

ざいます。開発の要件、調整区域の２０年以上居住者が義理の父親である●●●●さんに

なります。 

 次に資金計画と用排水等については、お手元の資料の通りでございます。開発行為につ

いては、今月２３日、開発許可見込ありと合議を頂いております。以上皆様のご審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。議案第２号番号１０については、ただいま、担当地区委員さ

ん、事務局の説明があったとおりでございます。何かご意見ご質問はありますか。 

 

（委員） 

 申請の土地なんですけど、大字黒浜閏戸になっちゃってるんですが、これは黒浜は不要

では。 

 

（事務局） 



失礼いたしました。補足説明資料⑩の申請地、所在地番のところ、蓮田市大字黒浜閏戸

となっておりますが、正しくは蓮田市大字閏戸ですので、黒浜を削除願います。申し訳ご

ざいません。 

 

 

（議長） 

他にはありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、議案第２号の番号１０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 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第２号の番号１０については承認をするこ

とにいたします。続きまして番号１１について、担当地区委員さんの方から説明をお願い

します。 

 

（担当地区委員） 

はい、番号１１について、説明申し上げます。申請地でございますけど、蓮田駅よりバ

ス通りで杉戸線、川島橋を渡り黒浜南小学校を右手に３００ｍぐらい入りますと、真浄寺

があり丁字路がございます。そこを右に曲がり直進して５００ｍ行きますと笹山集落研修

センターがございます。そこの北側に位置する場所でございます。道路状況については、

現地案内図を確認していただいて通りに面しております。近くに４９２-２という筆がござ

いますけど、これは●●●●に依頼されている土地でございまして、ここが許可になりま

したら、土地の境界にはブロック塀を作るということを言っていました。事前着工はなく、

草が少々生えている程度でございます。資材につきましては、ブロック、砂利、砂、フェ

ンス等を置くというようなことを言っていました。音はそんなにはしないと言っておりま

した。●●様の家族の状況なんですけど、母親と●●様二人でアパートに入っていて農業

ができるような状態ではないと思います。以前は●●●を経営していたんですけど、都合

で悪くなったようでございます。農業の耕作状況についてはやっていなく、●●●●に一

任しているということを本人が言っていました。それと譲受人の●●の●●●●様ですが、

市内に事業所、西新宿に事業所があり、西城で土地を借りて資材置場を利用しております

が、仕事が増えてきているため、資材置場が狭くなってきたので、土地を探していたとこ

ろ知人の紹介で借りるとこといたしましたということで今回申請に至ったということでご

ざいます。補足説明ございましたら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す。事務局より補足があればお願いします。 

 

（事務局） 

 番号１１について補足します。場所は笹山集落研修センターの北側に位置する農地です。

転用筆数は１筆、転用面積は３７４㎡です。 

 また、こちらの農地は、農振法上の農用地区域内にある農地ですが、その除外手続きに

よりまして、平成３０年４月２６日付春農振第１００号で同意されており、除外の決定が

おりております。次に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。 

 申請者は、市内西新宿に事業所を置き、主にタイル業を行う個人事業主になります。申

請目的は資材置場で、近年、市内住宅関連業者からの仕事が増えているため、現在西城で

資材置場を借りておりますがそちらが手狭になってきたことから、今回の申請に至りまし

た。現在の資材置場はそのまま利用を続け、笹山に新たに置場を確保するものです。置か

れる予定の資材については、主にブロック、砂利、砂等を置くとのことです。個人営業届

の中では事業種はタイル業と記載がありますが、現在の実態は、タイル工事の仕事は減っ

ており、ブロック工事が増えているため、ブロック等の資材を置く内容になっております。

西城にある既存の資材置場については、倉庫があり、材料等についてはそちらに保管し、

雨風に当たっても影響が少ないものを今回の申請地に置くものとなっております。 

 次に資金計画と用排水等については、お手元の資料の通りでございます。開発行為につ

いては、建築物を伴わないので、許可不要です。現地についても、事前着工等の違反はあ

りませんでした。以上皆様のご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。議案第２号番号１１については、ただいま、担当地区委員さ

ん、事務局の説明があったとおりでございます。何かご意見ご質問はありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、議案第２号の番号１１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 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第２号の番号１１については承認をすること

にいたします。続きまして、長くなりましたが、議案がもう少しでございますので、議案



だけよろしくお願い申し上げます。次に１０ページの議案第３号相続税の納税猶予に係る

適格者証明についてでございます。事務局より議案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）  

はい、ありがとうございました。それでは、議案第３号番号１番につきまして、担当地

区委員さんの方から説明をお願いします。 

 

（担当地区委員） 

 はい、今回の場所についてご説明いたします。資料の現地案内図を見ていただきたいの

ですが、その黒色の右側が蓮田駅から西口から閏戸方面に向かいます都市計画道路１６ｍ

の都市計画道路なんですが、そこを北に北上しすぐ１００ｍ近くで交差点が十字路があり

ます。その十字路を右にまがりますと旧１２２号線、左に曲がりまして中学校通りの方に

向かいます。この方向を中学校通りの方に左折しまして最初の信号があるところ、相撲の

あきたやさん、反対側に田口タバコ屋さんのところがございます。それを約１５０ｍほど

行きました十字路の交差点が勤青少年ホームに向かう道路でございます。それを左折しま

して、最初の十字路、今回の案内図の●●●●の●●●●の現地になります。この十字路

の西側●●様というお宅が今回の申請者でございます。今回現地の方を確認したところ、

●●様の自宅のところには生産緑地はありませんが、その他の土地が生産緑地指定をして

おりまして、現在、耕作をしてきれいに保全されております。現在、父親が昨年亡くなり

まして、教員としてやってましたが、定年退職を迎え今現在は臨時講師として週３日ほど

勤務しているということでございます。今後も農業を主として行っていくということを本

人、奥様と確認をとらせていただきました。現在のところ、適用要件は満たしているので

はないかということで報告いたします。事務局の方から補足あればお願いします。以上で

す。 

 

（議長）  

はい、ありがとうございました。それでは、事務局から補足をお願いします。 

 

（事務局） 

 議案第３号番号１について補足説明をいたします。相続の方が平成２９年１１月２７日

に発生し、●●様の方から相続税の納税猶予を受けるということで３月１９日に申請があ

りました。納税猶予の対象の土地ですが、●●委員さんから説明があった通り、市街化区

域にある生産緑地を含む農地でございます。すべての農地の関して、耕作もしくは保全管

理されておりました。更に、お手元の資料の中に、今年の３月に利用状況調査をお出しし

ておりまして、戻ってきております。その中で●●●●様が従事日数１００日、奥様が２

００日ということで農業従事をされていて、主要作物はじゃがいも、なす等野菜の方も作

付をしております。去年の数字を見ても従事日数は入っておりましたので、問題なく耕作

は続けられるのではないかと思われます。以上です。 



 

（議長） 

 ありがとうございました。議案第３号番号１については、ただいま、担当地区委員さん、

事務局の説明があったとおりでございます。何かご意見ご質問はありますか。 

 

（委員） 

 異議なし。 

 

（議長） 

 はい、それでは、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。 

 

全員賛成 

 

（議長） 

はい、全員賛成でございます。よって、議案第３号の番号１については承認をすることに

いたします。それでは、大変長時間でございましたけれども、ここで暫時休憩をいたしま

す。再開の時間は１６時からとします。よろしくお願い申し上げます。 

 

 ― 休憩 ― 

 

（議長） 

休憩を解きます。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。ただいま事務局より朗読いただきました報告について、

ご意見ご質問ございますでしょうか。 

 

（委員） 

 はい、５番の閏戸の案件なんですけど、時効取得というのは何ですか。 

 

（事務局） 

 時効取得というものの説明をいたしますと、要は１０年２０年とありますが、そこの土

地を使って２０年を経過するとその使っている人が取得できるというようなものが民法上

あったと思います。それが２０年経過したので、時効取得の権利が発生したのでそのよう

な申請が出てきたということでございます。 

 



（議長） 

ほかには何かございますか。 

 

（委員） 

はい、一番最初の、事務局さんで分かるかなと思って、議案第１号の番号１、高虫の水

田利用で小作料が１７,５００円ということで、何か聞いておりましたら教えてください。

一般のあれからしたらいくらか良いかなと思ったんですけど。分かれば聞きたいと思いま

す。 

 

（事務局） 

申出書の中に既にこういったかたちで賃借料１７,５００円と記入をしてお持ちいただ

いているので、それ以上は何も把握できないので、お二人の中でこういった取り決めで出

してきたということでございます。 

 

（議長） 

 他にはありますか。 

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。 


