
 

 

 

 

 

 

 

平成３０年第７回 

 

蓮田市農業委員会総会議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔日 時〕平成３０年７月２５日（水） 

 

 

〔場 所〕農業者トレーニングセンター 

取扱区分：公開 



 

平成３０第７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７回蓮田市農業委員会総会を農業

者トレーニングセンタ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７月２５日（水） 午後１時５５分 

 

２ 閉会日時  平成３０年７月２５日（水） 午後３時２５分 

 

３ 出席委員（１２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       

   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（２人）３番 齋藤 重信  ６番 原田 順一 

 

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  農用地利用配分計画案の作成に対する意見について 

     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５条第１項の規定による許可申請の取下げについて 

報 告 ５ 農地法第１８条第６項の規定に基づく通知について 

報 告 ６ 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（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７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２月２３日に開催をした平成３０年第２回農業委員会の総会の公開の会議録

案及び平成３０年６月２５日に開催いたしました平成３０年第６回農業委員会総会の会議

録案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。ちなみに、●

●●●委員さん、●●●●委員さんから軽微な修正箇所の申し出が事務局にありました。

それは、このあと反映いたします。それでは、どなたかいらっしゃいますでしょうか。。 

 

（委 員） 

６回のところなんですけど、６ページ目ですね、私の名前が出てるんですけど大丈夫な

んですか。 

 

（事務局） 

 上から括弧書きで事務局ってあると思うんですけど、そこの１行目のところに、場所に



ついてですが●●●●委員さんということで、こちらのことですよね。あくまでこちらは

公開する時は塗り潰してるんですけど、議事録を皆さんに見ていただく段階では名前は全

て出してあります。 

 

（議 長） 

他にありますでしょうか。●●●●委員さんと●●●●委員さんのは後で反映します。

●●●●委員さんもよろしいでしょうか。 

 

（委 員） 

大丈夫です。 

 

（議 長） 

よろしいですか。それではその他無いようでございますので、第６回農業委員会の会議

録については、私の署名に続きまして●●番●●●●委員さん、●●番●●●●委員さん

に署名をお願いしたいと思います。 

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、

●●番●●●●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１４名中１２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、推進委員さんに欠席者はなく、６名の全員

の出席をいただいております。 

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●●●●委員さん、●●

番●●●●委員さんに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６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） 

 この件に関しては確か前々回ですか、案件が出まして、●●●●さんから直接●●●●

さんの方に相続贈与しようとしていたものが、今回一旦ですね、●●●●さん、正規の相

続人を通してのものと思われます。前回はそのルートを通してなら可能ということで、そ

ういう形となります。場所の方は前々回出ました通り、１２２号線をパルシー方面に曲が



りまして、細い道路を行ったところの右側になります。内容は前々回の通りでございます。

以上です。 

 

（議 長） 

 はい、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号番号１について、補足説明いたします。現地案内については先ほど推進委員

さんの方がお話したとおりでございます。下限面積要件は自作地７,４６２㎡、申請地７８

０㎡、計８,２４２㎡ということで、４０アールの面積を満たしております。全部効率要件

ですが７月１１日に全ての耕作を確認しております。地域との調和要件は、現況が畑で取

得後の計画も畑ということで承っております。農作業従事日数要件ですが、●●●●が６

０日以上、●●●●が２７０日以上、合計で年間の１５０日以上従事していることの要件

に合致しているものと思います。第２回の時だったと思うんですけれども、こちらの方で

農地中間管理事業とあとは市の方にふれあい農園、市民農園の方に貸し出している農地が

ありますがということで要件の方は大丈夫なのかということがありましたが、そちらの方

は市の事業として使っているところと中間管理事業ということで大きな事業に入り込んで

いる農地ということで貸し出しをしている場所でも問題はないだろうということになって

いたと思います。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、承認することに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号番号１につきましては承認をいたします。 

続きまして、３ページ議案第２号、農地法第４条の第１項の規定による許可申請の許可

についてでございます。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。 

 



（委 員） 

番号１の方なんですけど、場所の方は１２２号バイパスを関山方面から下って行きます

と右側にポパイラーメンがございまして、そこの交差点のところになります。その交差点

を排水路が流れるところがございまして、ちょうどそこの真ん中の土地ですね。そこに以

前、●●●●の看板が建っておりました。今現在、看板の方は完全に撤去されている状態

となっております。●●●●さんの●●●●さんの方はいなくて、●●●●さんの方にお

会いしまして、場所の方を確認させてもらいました。あとは補足は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。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、国道１２２号線を北へ向か

いますと元荒川に架かります今宮橋が右手にある交差点があります。ポパイラーメンがあ

る交差点です。その交差点から約５０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２８㎡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。 

 申請に至った経緯といたしましては、先月から続いております、農地法第３条で農地を

取得するに当たり違反地を是正するためのものです。 

 申請内容は看板の設置でございます。元々申請地には既に看板が建っておりましたが、

それが農地法違反に当たるため、看板を撤去していただき、今後も利用を続けたいという

ことですので、適正な手続きを踏むべく今回の申請に及びました。推進委員さんからもお

話がありましたが、既存の看板は完全に撤去されていることを事務局でも確認はしており

ます。設置する看板の広告内容については、以前と同様で市内の●●●●の案内広告でご

ざいます。 

資金計画については、掛かる費用に対し全額自己資金で対応し、当該計画に汚水等は発

生せず雨水は敷地内浸透処理でございます。今回は新規の建築物を伴わないので、開発の

申請も不要でございます。現地については、以前の看板が撤去されていることを確認済み

です。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について承認することにいたします。 

 続きまして、議案第２号の番号２につきまして、担当委員さんよりお願いします。 

 

（委 員） 

 まず場所ですが、旧１２２号線を関山から下って行きますと左側にセブンイレブンがあ

りまして、その先に元セブンイレブン、今はサイクルショップになっておりますが、そこ

を左に曲がって、そうしますと今回の申請人●●●●さん宅を越えまして中学校の通学路

の道路にぶつかりまして、十字路ですね、それを少し先に行くと右側の方に家が建ち並ん

でおります。その東側が今回の案件の土地でございます。申請地の西側の方は舗装道路、

これは住宅敷地の中の道路でありまして、東側の方は今現在舗装関係は完全に撤去されて

おりまして、通常の土の状態になっております。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。事務局より補足説明をお願いします。 

 

（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、ただいま推進委員さんから

お話がありました旧１２２号線を関山から閏戸方面へ向かいますと、旧セブンイレブン、

現在はサイクルショップフィーダという自転車屋がございまして、そちらを左折し約１０

０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３３㎡

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。 

 申請に至った経緯といたしましては、先ほどと同じく、農地法第３条で農地を取得する

に当たり違反地を是正するためのものです。こちらの案件で先月から続く是正措置の土地

については以上となります。 

 申請内容は農地への進入路でございます。補足説明資料内、議案第２号②の公図の写し

をご覧ください。申請地北側に●●●●●という申請者の●●●●様が所有する畑がござ

います。こちらの農地への進入路として以前から許可を受けずにアスファルト舗装して利

用しておりましたが、それが農地法違反に当たるため、アスファルトを剥していただき、

今後も利用を続けたいということですので、適正な手続きを踏むべく今回の申請に及びま

した。 

資金計画については、掛かる費用に対し全額自己資金で対応します。当該計画に汚水等

は発生しません。雨水については、補足説明資料内では敷地内浸透処理とありますが、ア

スファルト舗装をしますので、前面道路側溝に自然放流でございます。こちらの訂正をお

願いします。新規の建築物を伴わないので、開発の申請も不要でございます。現地につい

ては、アスファルト舗装はなく整地された土になっていることを確認済みです。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２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。はい、全員の方賛成であります。よって、

議案第２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２号の番号３につきまして、担当委員さんよりお願いします。 

 

（委 員） 

 まず場所は１２２号線を行きまして閏戸の交差点を右折しまして旧１２２号を５００メ

ートルほど行くと蓮田病院の入り口がございます。入り口の反対側を市役所の方から行き

ますと右折いたしまして、２００メートルほど行くと道路が突き当ります。その突き当っ

た右側の角地でございます。現地は畑として使われており、柑橘類が２、３本、あとネギ

等が作ってあったと思います。事前着工等違反行為はございません。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。事務局より補足説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 番号３について、補足をいたします。場所についてですが委員さんからありました通り、

国道１２２号バイパスを北へ向かい閏戸の三叉路を蓮田病院の方へ行きまして、病院の前

にあるバス停を右折した突き当りの角地が今回の申請地でございます。転用筆数は１筆、

面積は４１２㎡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３０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、住宅建築の申請です。申請者は現在、白岡市で●●●●様が所有

する居宅を借りて居住しております。今回、●●●●様がその白岡の居宅の建て替えを計

画しておりまして、建て替え後は●●●●様がそちらへ、白岡市の居宅へ移ることとなっ

ております。しかしながら、建て替え後、白岡市の居宅で●●●●様と●●●●様が同居

をするには手狭であるということで、●●●●様が自己用住宅を建築するという申請に至

りました。 

資金計画については、全額、自己資金で対応し、汚水等の処理については、合併浄化槽



を設置し、前面の道路埋設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２

３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、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２号の番号３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。はい、全員の方賛成であります。よって、

議案第２号の番号３について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） 

 場所なんですが、旧１２２号を関山から下ってもらいまして、左側にセブンイレブンが

ございます。そこのセブンイレブンの手押し信号を右側へ、セブンイレブンとは反対側の

方に入っていただきますと細い道路がありましてそれをまっすぐ行きますと、右カーブに

なます。その右カーブの右側が今回の現地でございます。現地の方は周辺周りの竹藪、雑

木林になっておりまして、場所的には事前着工等はない状態になっております。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１について、補足をいたします。場所についてですが、国道１２２号線関山北の交

差点から北へ約１００メートル進むと左へ抜ける道がございます。左折して約３０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１筆、面積は６７４㎡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、鑑賞魚養殖施設の敷地でございます。申請者は現在、会社員とし

て働いており、金魚などの観賞魚の養殖事業に興味を持ち、事業としての敷地が必要とな

るため、今回の申請に及びました。 

設置する施設については、ビニールハウスを４棟設置し、それぞれのハウス内にろ過機

能付の水槽を４つ配置するものとなっております。養殖する観賞魚については、屋台の金

魚すくいでよくある小赤という金魚、またブリストル朱文金という種類の金魚を主として

扱いまして、そのほかにメダカやドジョウも養殖をするとのことです。養殖魚については、

季節に合わせて種類を変えることもあるとのことですが、現段階では金魚をメインにやっ

ていくそうです。養殖魚については、自宅でネット通販で販売を行いまして、事業が概ね

確立した段階で勤め先の会社を辞めて養殖業に専念したいとのことでした。 

資金計画については、全額、自己資金で対応します。排水処理についてですが、当該計

画に汚水は発生しませんが、水槽の水を入れ替える際、井戸から水を引きまして、新しく

加えた分だけ、ろ過装置を通した古い水を排水管を通して前面道路埋設管に流す計画です。

雨水については、宅内浸透処理でございます。ビニールハウスが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、物置が１つありましたが、中を確認し

たところ農業用の器材が入っていたので、農地法違反には該当しないと思われます。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） 

 それでは、番号２について、ご説明申し上げます。まず場所でございますが、蓮田駅東

口から黒浜方面へ向かいます蓮田駅東口黒浜線を進みまして、１２２号バイパスを超え、

元荒川に架かります宮前橋を渡りまして、東北自動車道を潜り抜けて、坂をあがりますと

左側にセブンイレブン、右側にスーパーマルヤがございます。そこに藤ノ木坂という信号



交差点がございます。そこの交差点を右折しまして、川島橋方面へ向かい約５０メートル

行ったところの丁字路を左折し、約５０メートル直進した右側道路沿いが今回の申請地、

●●●●●●●●●●●●になります。この申請地の向かい側は、譲渡人が経営をしてお

りました近江屋酒店がございましたが、６月に店は取り壊されまして、この付近の目印と

なっていました酒店は現在はなくなっております。 

 申請地の農地性といたしましては、農用地区域外の調整区域でありまして、市街化区域

に近接する農地の区域で、周りが住宅に囲まれた小集団の生産性の低い農地であります。 

 ５条の許可申請に至った経緯を伺いましたところ、譲渡人のご夫婦は高齢となりまして、

農作業が困難となったため、農業用機械等は全て処分をしてございます。畑の草取りもま

まならないため、売地に出していたところ、蓮田市と岩槻区の馬込境にお住まいの方が自

己用住宅を建てたいということで、交渉の結果、売買契約が成立し、今回の申請に至った

とのことでございます。 

 申請地の進入口が一部コンクリート舗装されておりましたが、１９日にコンクリートは

取り除かれ、現在は畑地の状態となっており、事前着工もなく、違反等もないと思われま

す。また、今後につきましては、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、住宅が建築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、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架かります椿山橋を渡りまして突き当り

の信号を右折します。そのまましばらく直進しますと藤ノ木坂の信号がありまして、その

信号を過ぎた一つ目の左へ入る道を左折し約１００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４９５㎡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。申請者は現在、さいたま市岩槻区の借家で

●●●●と同居しておりまして、建物の老朽化と将来結婚することを考え、住宅建築の申

請に至りました。申請者のご関係は第３者同士でございまして、親族の調整区域２０年居

住の要件で開発の方は申請されております。 

資金計画については、掛かる費用に対し自己資金と金融機関からの借り入れで対応しま

して、汚水等の処理については、公共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２３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、先ほど●●●●委員さんからお話がありましたが、一部コンクリ舗装されている

部分がありましたが、舗装も剥していただいております。他の部分についても草は生えて



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） 

 まず場所なんですが、旧１２２号線を関山の方から下っていただきまして、セブンイレ

ブンがございましてそれを先に行きますと中古車販売サーカスという中古車販売店がござ

います。そこの信号を少し進むと左側にファミリーマートがございまして、そこから約８

０メートルぐらいの場所になります。そこの反対側に上りのバス停がございまして、左側

の敷地になります。譲渡人の●●●●さんにお会いしようと思ったんですが、もうご高齢

ということで、一人暮らしなものですから、浦和の方の●●●●さんの方に行っておりま

して、今現在は自宅にはお住まいになっていない状況でございます。土地については、農

地でございまして、事前着工等もありませんでした。問題はないかと思います。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号線を関山の交差

点から北へ向かいますと左手にファミリーマートがございます。それを過ぎていただいて

約１５０メートル行った左側が今回の申請地でございます。転用筆数は１筆、面積は３０

７㎡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。申請者は現在、市内大字閏戸に居住してお

りますが、現在の建物は家族で住むには広すぎること、また、自宅のすぐ裏に工場があり、

生活環境が悪いため、土地と建物を売却し、生活環境が向上する場所で住宅建築の申請に



至りました。申請者のご関係は第３者同士で、親族の調整区域２０年居住の要件で開発の

方は申請されております。 

資金計画については、全額、自己資金で対応し、汚水等の処理については、合併浄化槽

を設置し、前面の道路埋設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２

３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、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。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号農地利用配分計画案の作成に対する意見についてで

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号番号１について担当地区委員さんの方から

ご説明をお願いします。 

 

（委 員） 

本人が説明というのもおかしいと思うんですが、これ最初のスタートは●●●●のブロ

ックローテーションから始まって、当時３年前くらいになるんですが、ブロックローテー

ションの時に●●●●さんという方から自分が直接借り受けたんですが、それを去年の秋

に中間管理機構がまた●●●●から借り受ける形になって重複して貸し付けちゃったわけ

です。それをまた中間管理機構は●●●●さんに貸し出すようになってたんですが、その

当時３月頃だったんで自分が耕運が終わったような時期だったんで自分が●●●●さんか

ら借りるような形になってるのかと思うんです書面上は。ちょっとややこしいんですけど。 

 

（議 長） 

 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４号について、補足説明をいたします。現在の利用配分計画に関しては●●●●

さんがこちらの土地を耕作しているという内容になっています。ただ実際は●●●●さん

の方で耕作されているということが分かりましたので、本来の実態に合わせましょうとい

うことで、●●●●さんの中間管理事業の方の権利を合意解約、この後出てくるんですけ

ど合意解約をして●●●●さんがここの場所を耕作しますというような引き継ぎになりま

す。その配分計画に対する意見となります。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第４号については、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、最終的な中間管理機構を通して●●●●さんがやるわけですよね。 

 

（事務局） 

 そうですね。●●●●さんが中間管理機構から借りるものを解約して、そこの部分だけ

解約するので、新たに●●●●さんが耕作者として中間管理機構から借り受けて耕作をし

ていくような内容です。 

 

（委 員） 

 分かりました。 

 

（委 員） 

 すみません、元々の田んぼの土地というのはどちらさんの。 

 

（委 員） 

 ●●●●さん。 

 

（委 員） 

 ●●●●さんが中間管理機構に一回借りてるの。 

 

（委 員） 

 重複契約なんです。●●●●さんが俺に作っていいよって言ったから借りたわけ、そし

たら●●●●さんが中間管理機構にも良いですよって貸しちゃった。 

 

（委 員） 

 それで結局は●●●●さんが作ることに。 



 

（委 員） 

 それで、●●●●が作ってるんで耕運し終わったら３月年度末に市役所の方から●●●

●さんが作ってるのがおかしいという話が出て、●●●●は●●●●さんと直接やってる

もんだったから、そしたら中間管理機構が入っちゃってた。 

 

（委 員） 

 そういうのって分からないの。人から借りてて中間管理機構が借りられないって。 

 

（事務局） 

 本来は１つですもちろん。正規な手続きを取っていればこちらでも分かります。 

 

（委 員） 

 利用権設定をさ、ちゃんと結んでれば問題なかったんだよね。利用権設定なしで、直で

やってたから。 

 

（議 長） 

 他には何かありますか。 

 

（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４号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４

号について承認することにいたします。 

 

（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。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から報告６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１～６朗読 ― 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。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６について何か質問等はありますか。 

 

（委 員） 

 報告あったんですけど、事務局の方で●●●●さんの件で何か分かることがあったら教

えてください。 

 

（事務局） 

 まず確実な情報ではないということを前置きいただいてお話しますと、結構な面積が今

回●●●●さんの方から身体をちょっと悪くされまして主に根金の地区の方が合意解約と

いう形になりました。こちらの方も困ったなというところで、これについては●●●●の

●●●●の方に話が行ってまして、借りてくれそうな組織体と言いますか、そういったと

ころと話を進めていると聞いております。私の方からはまだはっきりしたことを言うこと

は出来ないんですけど、どうするかということは今考えているところです。 

 

（委 員） 

 はい、分かりました。それと地目がほとんど畑なんですけど、内容的には田んぼとかが

結構あるんですか。 

 

（委 員） 

 陸田。 

 

（委 員） 

 ●●●●さんの年齢とかは聞いちゃまずいですか。 

 

（事務局） 

 正確な年齢は私も分からないですけど、何回かお会いしたことがありますが●●近い方

だったと思います。 

 

（委 員） 

 手伝ってる人とかいないの。 

 

（委 員） 

 奥さんはやってない。 

 

（委 員） 

 一人でやってるの。 



 

（委 員） 

 地元なんで申し上げますけど、●●●●さんもいるんですけど身体が弱くてほとんど一

人でやってるんですよね。全部一人で。今までよくやってたなって。 

 

（議 長） 

 その他ありますか。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。

その際、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。 


