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〔日 時〕平成３０年９月２５日（火） 

 

 

〔場 所〕コミュニティセンター 

取扱区分：公開 



 

平成３０第９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９回蓮田市農業委員会総会をコミ

ュニティ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９月２５日（火） 午後２時 

 

２ 閉会日時  平成３０年９月２５日（火） 午後３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関する適格者証明について 

          議案第５号 農用地区域からの除外について 

     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  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９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。 

本日の議事に入ります前に、平成３０年８月２７日に開催いたしました平成３０年第８

回農業委員会総会の会議録案について皆様方に事前に送付をさせていただいています。委

員の皆様方においては、確認していらっしゃることと思います。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。それでは、どなたかいらっしゃいますでしょうか。あった場合

は挙手をしてお願い申し上げます。よろしいでしょうか。 

 

（委 員） 

異議なし。 

 

（議 長） 

よろしいですか。それでは無いようでございますが、毎回私のあとに署名をいただいて

いますが、書類の方が届いておりませんので後で署名の方をいただきたいと思います。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。欠席の委員はなく委員全員

の出席をいただいております。従いまして、本日の総会は成立といたします。また、推進

委員さんについても、欠席者はなく、６人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５号までと

なります。報告の案件は、報告１から報告４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。総会の資料でございますが、番号の方が

ふっておりませんので、ご了承いただきたいと思いますが、まずは、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） 

 ●●の●●です。よろしくお願いします。場所から説明します。補足説明の３条関係を

ご覧ください。平野小学校から行田笠原を高虫方面に約２キロくらい行きますと左側に高

虫自治会館の入り口がございます。その入り口を左折していただきまして、３００メート

ルくらい行きますと水田にあけるわけでございます。手前から４枚目の水田でございます。

現在、場所を見ますときれいに耕作されて稲が植わっております。●●●●さんが●●●

●さんの●●●●でございます。所有権移転でございます。なんら問題はないと思います。

委員の皆様方の賛成をよろしくお願いいたします。補足を事務局よりお願いします。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。議案第１号の番号１については、ただいまの内容について、

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についてご説明いたします。場所は●●●●委員さんのお話のあった

とおりです。補足説明をご覧ください。●●●●さんにおいて下限面積要件５,２１２㎡と

いうことで、最低面積４０a以上であることが認められました。全部効率利用要件ですが、

一番後ろにある農地台帳の筆すべて耕作を認められました。地域との調和要件ですが、現

況が田んぼ、取得後の利用も田んぼということです。問題はないかと思われます。農作業

従事要件ですが、●●が１００日、●●が２００日以上ということで、年間１５０日以上



やっております。今回の内容ですが、●●●●さん、●●●●から●●●●さん、●●●

●さんへということで、贈与が発生します。なぜ贈与でやられるのかということで、お聞

きしましたところ、現在は●●●●さんの筆がほとんどで、●●●●の筆が残っていると、

相続をしてからだと、●●●●様のご兄弟、相続人が増えて手続きが面倒だということで、

相続人が自分だと確定しているようなので、先に贈与というかたちで所有権の移転をされ

るということでした。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。ただいまの説明について、ご意見ご質問ございますで

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、採決をいたします。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号につきましては承認をいたします。 

続きまして、３ページ目でございます。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、それから番号２について関連がござい

ますので合わせて説明いただきたいと思います。担当の委員の方から説明をお願いいたし

ます。 

 

（委 員） 

場所の方から説明いたします。旧１２２号を関山から北へ向かって行きますと、清龍の

入り口のところに信号がございます。その信号を過ぎますと、左側にプリエという葬儀屋

さんがあります。それから１００メートル行った左側に●●●●の工場があります。工場

の正門の前の道路を挟んだ右側、これが、●●●●さんの土地です。その裏が●●●●さ

んの土地です。●●●●の方が駐車場が足りないということを前から聞いていたんですけ

ど、足りないということで、近くにないかと相談したところ、正門の前のお二人が手を挙

げていただけまして、無事に決まったような話でございます。何か事務局でございました

ら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、事務局より補足がありましたらお願いしま



す。 

 

（事務局） 

 番号１と番号２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、ただいま●●●●委員さんからお話があった通りです。番号１の転用筆数は

１筆、面積は８２３㎡、番号２も転用筆数は１筆、面積は５５２㎡、２筆を合わせた全体

の面積は１,３７５㎡であり、ど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、これらの農地は、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、申請地西側の●●●●への貸駐車場の申請でございます。 

●●●●は中古自動車の修理・整備を行う法人でございます。規模としては埼玉県中の車

両整備を担っている中古車整備会社でございます。現在、●●●●敷地内において従業員

駐車場が手狭でございまして、入りきらない車両は敷地内の通路部分に駐車している状況

であるということでございます。相当数の車両を扱うため、今後も従業員の増加を予定し

ていることから従業員用駐車場用地を探していたところ、土地所有者と賃貸借契約の話が

まとまりまして、土地造成については土地所有者である申請人２名で行い、その後●●●

●に貸し出すものとなっております。駐車場敷地の予定台数は●●●●を確保しており、

従業員の車検証の写しも確認済みです。 

 資金計画については、番号１番号２ともに全額、自己資金で対応するということです。

金融機関の預貯金残高証明書も確認済みでございます。また排水計画については、汚水等

は発生しません。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２号の番号１、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） 

はい、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及び

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１及び番号２について承認することにいたします。 

 続きまして、４ページの議案第３号、農地法第５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。第３号の議案につきましては、本日、許可申請者から今回の総

会の議案としては、見送りたいとの申し出がありますので、審議はいたしません。その辺



のことを事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 議案第３号番号１について、本日、申請者代理人の方から審議を見送りたいとのお話が

ございましたので、今回は見送りとさせていただきます。理由については、今回の９月分

の補正期間内に書類等の不足がございまして、書類が期間内に整わなかったので、審議に

は出せないということになりました。間に合わなかったことについて、２点ございます。

まず１点、みどり環境課の方で土砂条例というものがございまして、３００㎡以上の埋め

立てをする際は届け出を出してくださいという指導がみどり環境課からありました。今回、

申請地を全面アスファルト舗装を行うので、その際土砂等も一緒に埋める内容でございま

す。土砂条例を申請するにあたって期間の制限がございまして、その制限の中で９月２５

日の補正まで間に合わないということと、もう１点、道路課の指導で、アスファルト敷の

敷地の中で雨水処理をできる施設を何か作ってくださいという指導がありましたが、今回

出していただいている内容ですと、そういった雨水処理施設を設ける内容ではないという

ことで、道路課からも指導が加わり、今回では内容が整わないので、次回もう一度案を練

り直してから申請をされるということで話を伺っております。以上です。 

  

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは、次に議案第４号相続税の納税猶予に関する

適格者証明について事務局より朗読をお願いします。 

 

（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す。担当の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４号番号１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、蓮田駅東口黒浜線の突き当りに藤ノ木坂という信

号交差点がございます。そこを右折し、川島橋方面へ向かい約７０メートル行ったところ

の右側に馬場自治会館がありますので、そこの丁字路を右折し、約３０メートル行ったと

ころの丁字路を左折し、約６０メートル行った右側道路沿いの３つの画地が今回の申請地、

●●●●●●●●●●●●●●●番地でございます。 

 今年の１月２６日に相続が発生しまして、農地の相続税の納税猶予を受けたいとして、

相続人から本申請が出ているわけでございますけれども、まず、現在の営農状況を申し上

げますと、相続人がお一人でですね、年間を通して専業で農業に従事しております。今回

の申請地は「●●●●」となっておりまして、多種類にわたる野菜が栽培されております。

また、他に所有する農地につきましても、時節柄少し草が生えているところもございます

けれども、野菜等が栽培され、管理されております。今後の営農状況について、相続人に

伺いましたところ、今まで同様年間を通して農業に従事し、終身、農業を営んでいくとの



ことでございました。 

 以上のことを踏まえ、今後継続的に申請農地を耕作し、農業を営んでいくものと思われ、

適格者証明を発行するに至る要件を満たし、問題はないものと思われますけれども、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。それでは、事務局より補足がありましたらお願いしま

す。 

 

（事務局） 

 はい、議案第４号番号１についての補足説明をいたします。すべて●●●●委員さんの

方で説明をしていただいたので、私の方から生産緑地に関して、農地基本台帳の方をご覧

ください。こちらの方のデータに関してはまだデータ移行がされていないので黒浜区画整

理地内、まだ旧の所在で載ってしまっていますが、この中の３筆分生産緑地と書いてある、

そちらの方が今回の適格証明に対応する土地でございます。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） 

 異議なし。 

 

（議 長） 

 よろしいですか。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４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４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、６ページ議案第５号農用地区域からの除外についてでございます。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す。それでは議案第５号番号１から７番まで担当の委員の方

から説明をお願いいたします。１つの案件が終わりましたら農政課の農振除外担当職員の

方から補足説明をお願いいたします。本件は許可承認案件ではなく、農業委員会の意見を

つけるものでございますので、審議は一括で行います。それでは番号１から順次よろしく

お願いいたします。 

 



（委 員） 

 議案第５号番号１について、先日聞いてきましたので、その旨だけお知らせしたいと思

います。●●●●さん、●●●●さんで●●●●さんが土地所有者の●●●●さんの●●

●●さんでございまして、白岡の方にいるんですけれども、アパートがちょっと狭くなっ

てきたので、子育てをできたら●●●●さんの、●●●●のすぐ横の土地なんですけど、

ここで子育てしてみたいとお話を聞いてきました。●●●●さんは白岡の方にいますので

お話できなかったんですけど、●●●●さんの話ですと、●●●●さんの住む自宅のすぐ

西側の土地なんですけど、両親と話し合って家を作ることに同意をしてもらったのでこの

申請になりました、ということを●●●●さんから聞きました。車庫が作ってあったんで

すけど、現在は取り壊してありまして２７日までには、残材がまだ残ってたんですけど２

５日だと無理なので、２７日までには片づけて元の畑の状態に戻すと言ってました。何か

ありましたらお願いします。 

 

(議 長） 

 それでは事務局の方で。 

 

(農政課) 

 はい、番号１●●●●さん、●●●●さん、場所につきましては、今の三和農林の南東

側に面している農地でございます。内容につきましては、今●●●●委員さんの方からご

説明いただいた通りです。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●●●●となっております。先ほど、是正をしていただいているということです

ので、そちらを条件に除外の方は受け付けます。 

 

(議 長） 

 はい、ありがとうございました。続きまして番号２につきましてよろしくお願いいたし

ます。 

 

（委 員） 

 続きまして２番の方説明させていただきます。●●●●さん、この方はですね、今現在

は●●●●に住んでるんです。結婚が来年あたりするのかニュアンスが分からないんです

けど、結婚した場合には早めに住みたいので、実家のすぐ隣に土地が売地だったのでこち

らに作るということだと思います。はっきり言って●●●●で住んだ方が子育てが自分が

楽だということらしいです。それから土地のことなんですけど、●●●●さん、この方に

もお話聞きまして、できれば譲っていただければということらしいです。●●●●さんの

方もほかに野菜作るところはあるから良いですよと、そういうことを話してました。以上

です。 

 

(議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは事務局の方で補足をお願いします。 

 



(農政課) 

 はい、番号２●●●●さん、場所につきましては、１番の●●●●さんの申請地のすぐ

隣になります。内容につきましては、今●●●●委員さんの方からご説明いただいた通り

です。今回独立して隣に家を建てたいという申し出となっております。開発の要件につき

ましては、同じく市街化調整区域に２０年以上居住している申し出者の●●●●となって

おります。以上です。 

 

(議 長） 

 はい、ありがとうございました。続きまして番号３につきましてよろしくお願いいたし

ます。 

 

（委 員） 

 はい、３番ご説明申し上げます。●●●●さんという方がおるんですけど、親と一緒に

住んでおります。親が●●●●さんという方なんですけど、この●●●●さんという方が

●●●●さんでございます。それで●●●●が家に残らず出てしまっているので、長女の

●●●●さんという方が●●●●さんでございます。現在、●●●●さんと●●●●で一

緒に住んでおるんですけど、●●●●さんがですね●●●●ということで狭くてどうしよ

うもないということで、近くに跡取ることもあるので、近くを探したところ５０ｍぐらい

なんですけど、その●●●●さんという方、ここの家も農家ではあったんですけど、もう

農家はやっていられないと、そういうことであればこの農地を５０ｍ近くなんで、ここの

農地を転用してもらってですね、作ってもらってもいいよとその話合いがまとまりました。

そういうことでございます。あと何か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。それでは事務局の方で補足をお願いします。 

 

(農政課) 

 はい、番号３●●●●さん、場所につきましては、県道上尾久喜線の昔セブンイレブン

があったところ、市道１５号線の方に入りまして、カラオケスタジオのところを見沼代用

水の方に入っていったところです。。内容につきましては、●●●●委員さんの方からご説

明いただいた通りです。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●●●●となっております。以上です。 

 

(議 長） 

 はい、ありがとうございました。続きまして番号４につきましてよろしくお願いいたし

ます。 

 

（委 員） 

 ４番のご説明申し上げます。先ほど事務局さんの方から●●●●と言われたんですけど、

●●●●って読みますので●●●●さんということでよろしくお願いいたします。この●



●●●さんというのは●●●●になります。●●●●になります。現在、●●●●ですか

ら、誕生月で●●●●になります。この方はですね、伊奈の小室の方に住んでるんですけ

ど、●●●●になったと、そういうことで、実家の屋敷の外側に●●●●から使用貸借権

ということで、借りて近くに住みたいということでございます。この●●●●さんから比

べますと●●●●が生まれたということで、学校は蓮田地区の学校にぜひ通わせたいとい

うことで、今の内から手を打ちたいということで進めております。以上よろしくお願いい

たします。 

 

(議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは事務局の方で補足をお願いします。 

 

(農政課) 

 はい、番号４●●●●さん、場所につきましては、駒崎市道１５号線と見沼代用水の交

差しているところから、西側に２００ｍほど行ったところでございます。内容につきまし

ては、●●●●委員さんの方からご説明いただいた通りです。開発の要件につきましては、

同じく市街化調整区域に２０年以上居住している申し出者の親となっております。以上で

す。 

 

(議 長） 

 はい、ありがとうございました。続きまして番号５につきましてよろしくお願いいたし

ます。 

 

（委 員） 

 私この●●●●に会えなかったんで、詳しいことはちょっとわからないんですけど、申

し訳ありません事務局の方でお願いします。 

 

(議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは事務局の方で補足をお願いします。 

 

(農政課) 

 はい、番号５●●●●さん、場所につきましては、蓮田市道１３号線沿いカインズホー

ムから北に４００ｍほど行ったところでございます。申し出者は現在上平野の方の実家に

親と同居をしておりますが、今回結婚が決まったために、これを機に家を持ちたいと考え

土地を探しておりました。今回申し出地が見つかり今回の申し出に至りました。開発の要

件につきましては、同じく市街化調整区域に２０年以上居住している申し出者の●●●●

となっております。以上です。 

 

(議 長） 

 はい、ありがとうございました。続きまして番号６につきましてよろしくお願いいたし

ます。 



 

（委 員） 

 はい、場所ですけど、このコミセンに入ってくる東側ですね、入ってきた右側の空き地

なんですけど、今まで地元の老人会でゲートボールなんかで使ってたんですけど、返され

ちゃってこの●●●●さんという人も●●●●くらいになりますか。誰か借り手を探して

たところ、なかなか見つからなかったんですけど、今度賃借して市の方で借りてくれると

いうことなんですけど、ちかさんは老人ホーム入っちゃっててなかなか会えなかったんで、

ただ場所だけは誰か借りてっていうのはずっと言ってたところなんですけど、あとは事務

局でお願いします。 

 

(議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは事務局の方で補足をお願いします。 

 

(農政課) 

 はい、番号６●●●●の駐車場、こちらの施設につきましては、昭和５６年の開館以来

３８年目を迎えております。利用者は年間４万人を超え、昨年度の１日の平均利用者数は

１４２名となっておりますが、既存の駐車場が５２台分しかなく、駐車場不足が課題とな

っておりました。今回、地主さんから承諾を得られたために、駐車場を拡張したいという

ことで、今回の申し出となりました。以上です。 

 

(議 長） 

 はい、ありがとうございました。続きまして番号７につきましてよろしくお願いいたし

ます。 

 

（委 員） 

 はい、地図を見てもらって、なかなか場所が説明しにくくて。県道蓮田杉戸線を江ヶ崎

の方に向かって行きまして、本沢ガソリンスタンドの手前を、米搗き場のところを左へ入

った奥の方です。●●●●、●●●●さんというのは●●●●さんなんですよ。●●●●

の実家が●●●●なんで今までそっちで世帯を持っていたんだけど、年が年で蓮田に帰り

たいということで、戻ることになったんだそうです。それで、家があるんならそこへ入れ

ばいいんだろうけど、●●●●へ、それでは今の時代はちょっと嫌だということで、でき

れば●●●●の土地を借りてそこへ建てたいということでこのような申請になったようで

す。よろしくお願いします。 

 

(議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは事務局の方で補足をお願いします。 

 

(農政課) 

 はい、番号７●●●●さん、場所につきましては、場所と内容につきましてはただ今●

●●●委員さんにご説明いただいたとおりでございます。こちらの開発の要件につきまし



ては、●●●●さんの所有地で申し出ております。以上です。 

 

(議 長） 

 はい、ありがとうございました。ただ今の議案第５号の番号１から番号７については、

ただ今担当地区委員の説明および農政課農振除外事務局の担当職員の説明のとおりでござ

います。ただ今の説明の内容について、ご質問ご意見等ございますでしょうか。 

 

（議 長） 

 よろしいですか。それでは質問がないようでございますので、一括で審議をいたします。

議案第５号の番号１から番号７については農業委員会の意見として、農業振興地域から除

外することについて、農業委員会としては支障なしと意見をつけることに賛成の方、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５号について承認する

ことにいたします。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４について事務局より説明をお

願いいたします。 

 

（事務局） ― 報告１～４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がありました報告１から報告４

について質問がある方は挙手をお願いします。 

 

（委 員） 

 すみません、報告４についてなんですが、事務局より何か補足的に説明いただけること

があればお願いします。 

 

（事務局） 

 報告４の時効取得については、法務局の方からこのとおり申請がありましたという通知

が農業委員会に来ているだけなので特に詳しい事情等は把握はしておりません。 

 

（委 員） 

 分かりました。ここに書いてある時効取得者と登記権利者ですね、それぞれの方に面談

なり、聞き取りをしたわけではないんですけど、多分●●●●さんという方は●●●●さ

んはご存知かなとは思うんですが、多分非農家の方だと思いますね。それで、次に川島の

●●●●さんという方はこの方の●●●●の代から農家の方ですね、それでこれはご本人



に聞いたことではないものですから近くに住んでる方からお話聞いたんですね。それでこ

の川島の土地なんですけど、毎年農地パトロールで対処する土地になっていて１１５０㎡

ある農地でございます。現況はですね、一部畑として耕作はされているんですが、一反ほ

どの土地なものですから、そこに農業器具以外のものということで、廃車同然の車ですと

かボートなんかも放置されてる状態ですね。ビニールハウスとか物置なんかも置いてあり

ます。細かいことは分かりませんけども、時効にかかるくらいですから随分前にですね、

●●●●さんと●●●●さんの●●●●というか親の代ですね、農業委員会の許可なしで

売買がなされて、それで●●●●さんが長い間耕作したり管理したりしてきたので今回時

効にかかってですね、取得できるようになったんじゃないかなと思います。法務局が認め

る時効取得ですから多分何ら問題はないと思うんですけど、今申し上げたような土地であ

って尚且つ経緯があってこのような時効取得になったのだと思います。 

 それから１つお聞きしたいんですけど、仮に●●●●さんが非農家であった場合１００

０㎡を超える土地を取得するわけですから、取得するとなると農家という扱いになって、

例えば農地基本台帳とかに掲載されるものなんでしょうか。これ相続の場合も非農家の方

が相続した場合は同じような考えが成立すると思いますが、そのことについて事務局にお

尋ねします。非農家が時効取得等を通して農地を取得した場合その方は耕作するのであれ

ば農家扱いになるのかですね。 

 

（委 員） 

 農家扱いになるんだよな。 

 

（委 員） 

 ●●●●さん、農家ではないですよね。 

 

（委 員） 

 違うと思いますね。 

 

（事務局） 

 少しよろしいでしょうか、農地を取得したということになれば、農地基本台帳に載って

くるのは載ってきます。ただ、その方が農家要件があるかと言ったらば、農家証明として

お出しするのは、１０アール以上耕作と年間従事日数が１５０日以上というような条件が

つきますので、その方にそのような内容がついてくるのかというところはご本人の申し出

になってしまうので、その辺は何とも言えないんですけども、農地基本台帳には載ってく

る。農地を持っている者ということで載ってきます。ただこの方が３条要件で農地を取得

しようとした場合には許可申請もちろんしていただいて４反要件と年間従事日数１５０日

以上というのが確実に必要になってきます。 

 

（委 員） 

 ありがとうございました。 

 



（議 長） 

 他に何かご意見ご質問ありますでしょうか。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、終了させていただきます。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。 

 

（議 長） 

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。 


