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〔場 所〕蓮田市役所３０４・３０５会議室 
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平成３１第１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３１年第１回蓮田市農業委員会総会を蓮田

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３１年１月２５日（金） 午後２時２５分 

 

２ 閉会日時  平成３１年１月２５日（金） 午後４時４５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      ３番 齋藤 重信 

   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                   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）      

  ６番 原田 順一  １１番  竹内 幸男 

５ 出席推進委員（６人） ※（）内は担当地区 

  （平野）山口 実   （平野）石井 正孝  （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 農用地利用配分計画案の作成に対する意見について 

     議案第３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４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５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６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項の規定による通知について 
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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３１年第１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、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１２月２５日に開催いたしました平成３０年第

１２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。 

 

（委 員） 

 １２回の会議録配られてないと思いますよ。 

 

（議 長） 

 大変失礼しました。それでは、会議録の方は２月の時にお願いします。 

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。６番の原田順一委員さん、

それから１１番の竹内幸男委員さんより欠席の旨の報告がありましたのでご報告申し上げ
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ます。従いまして出席委員は１４名中１２名で総会に必要な定数に達しておりますので本

日の総会は成立いたします。また推進委員さんに欠席者はなく６名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。●●●●さん、●●●●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６号でござ

います。また報告の案件は、事前に配布した報告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。２ページの議案第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）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） 

 はい、議案第１号について説明いたします。場所につきましては、県道蓮田行田線を広

野地区、平野小学校の裏側の元荒川沿いにある田んぼでございます。昨年もこれ出してあ

ると思うんですが、綾瀬田んぼを耕作している人が先に昨年出しまして、今年は綾瀬に田

んぼ作ってない方がこの通称強田の田んぼと言うんですが、こちらの田んぼの農地中間管

理機構等との契約を行った訳です。この田んぼにつきましては、約３分の２が鐘撞堂とい

う小字名で、小学校の裏あたりがだいたい長島谷という小字の地名です。上平野の場合は

約２０年くらい前から小作の方は●●●●ということで決まっております。このような形

で３１年度耕作しますということでございます。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１号の番号１について事務局より何かありますか。 

 

（事務局） 

 特にありません。 

 

（議 長） 

 ただいま担当委員さんの方からご説明ありました。ご意見ご質問等ありますでしょか。 

 

（委 員） 
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 はい、綾瀬川の方は前の年にやったということですけどこちら側は元荒川沿いと聞いた

んですけど、今回の場合は９町ちょっとですよね。農地バンクと契約して長所と短所があ

りましたらその辺を教えていただければ幸いです。 

 

（事務局） 

 短所というのは。 

 

（委 員） 

 農地バンクを通さないでやってた時と比べて短所があったら教えてください。上平野地

区さんが通すことによって利益というか経営的に上手くいっているのでしょうけど、その

辺の長所がありましたら参考までに教えてください。 

 

（事務局） 

 上平野に限ったことではなく一般的なことなんですけど、仮に通常の利用権設定だと出

来なくなったら返されちゃってまたやってくれる人を探さなきゃならないことになってし

まうんですけど、農地中間管理機構を通せば出来なくなった場合、次になってくれる人を

探していただけると。貸主さんからすると自分で探さなくて良いというメリットはありま

す。 

 

（委 員） 

 もしそれが誰かが出来なくなってしまって管理機構が誰かを探してくれるということで

すけど、それでも探せなかった場合はどうなるんですか。 

 

（事務局） 

 確か２年間くらいで探せなかった場合には、地主さんの方に返されるというようなルー

ルだったと思います。 

 

（委 員） 

 ありがとうございました。事務局さんの方は分かりました。現場の方で立ち会っている

篠崎さんの方にも何かありましたら教えていただければ助かります。 

 

（委 員） 

 現在のところでは借りてる人が出来なくなって返しますという例は無いんですが、他所

から入ってくるという人も少ないですね。とにかく地元で上手く回してやるという感じで

す。 

 

 

（委 員） 
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 私の見た関係ですとお金の貸し借りというのかなだいぶ楽になるのかなという気もしま

す。１０年間、小作は年に１度の支払いでしょうけど、１０年間こういうことであれば農

地バンクさんの方で請求したり払ったりできるんでその辺は随分楽にらるかなと思います

けど、それでよろしいですか。 

 

（委 員） 

 今年初めて中間管理機構がやってくれたんだけど、耕作者は手付けず農協の通帳から出

したり引いたりやってくれます。 

 

（委 員） 

 もう一つよろしいですか。この名前が上がっている農地を貸した地主さんおりますよね、

それとこの後に出ている誰が耕作するかということなんでしょうけど、この中で疑問点が

あるような、疑問点というと失礼ですけど、生産者も頑張って出来るのかなという人も見

受けられるんですけど、その辺はどのようなやり方ですか。 

 

（委 員） 

 ここの農家の人が頑張るしかないんだよね。 

 

（委 員） 

 ここの名前の人がある程度は耕作しているということですね。分かりました。 

 

（議 長） 

 他には何かありますでしょうか。よろしいですか。それでは議案第１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 

 

（議 長） 

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

いたします。次に９ページ議案第２号農用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。議案第２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） 
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 はい、農地の割り振りなんですが、大変忙しい中耕作するわけですが、この●●●●も

お勤めしながら体調を崩してなかなか思うように出来ないんですが、●●●●さんがまだ

●●●●くらいでだいぶ一生懸命手伝って二人で耕作しております。今年もいくらか増や

してお願いしますということで４人にお願いしてやってもらえるようになってます。あと

●●●●さんは●●●●さんをやっておりまして、●●●●さんを●●●●さんに任せて

だいぶ面積増やしてやっております。この畑の他にも相当やってます。あと●●●●さん、

●●●●も●●●●で作るかどうか分かりませんが、一応●●●●の田んぼを借りてやる

ことになっております。●●●●さんも●●●●で随分作っております。３町くらい作っ

てるかな。一応そんなところ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した。事務局で補足はありますか。 

 

（委 員） 

 特にありません。 

 

（議 長） 

ただいま担当委員さんの方からご説明ありました。ご意見ご質問等ありますでしょか。 

 

異議なし 

 

（議 長） 

よろしいですか。それでは議案第２号について裁決をいたします。議案第２号について

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 

 

（議 長） 

 はい、全員の方賛成でございます。よって議案第２号については承認することにいたし

ます。次に２１ページになります。議案第３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３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） 
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 １、２という番号が交換するような形でございます。場所なんですけど、１２２号線バ

イパス閏戸の交差点を根金の方へ行きまして３分団ですか、３分団の消防小屋があります。

その目の前の●●●●という●●●●です。この物件につきましては、●●●●が持って

ます土地が●●●●ですか。●●●●とありますけど、この畑自体は要するに道路が無く

て飛び地になっています。それで●●●●がいる頃は梨畑で利用してまして、●●●●と

いう●●●●の家の土地を借りて道路というか進入路として借りて耕作をしてたんですけ

ども、返してほしいもらいたいという形だったらしいです。その関係で入口がなくなっち

ゃったということで●●●●と●●●●、入口がなくなっちゃうのでそこを何とかお互い

に譲っていただいて進入路と裏の耕地が繋がってる隣同士でございますので、それでお互

いにぜひ譲っていただきたいということで合意できたものでございます。お互いに耕地面

積についても、●●●●がちょっと足りなかった関係で先々月委員会に賃借の利用権で通

しましたので問題はないと思います、皆様よろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 それでは、議案第３号番号１について、事務局より補足説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 はい、議案第３号番号１について補足説明をいたします。補足説明資料をご覧ください。

１番●●●●さんの方ですね、自作地２，４８０㎡、借受地２，９７５㎡、申請地５５０

㎡、計６，０１０㎡、下限面積４０アール以上であることを確認しております。全部効率

利用要件１月１１日全て耕作または自己保全管理を確認しております。地域との調和要件

ですが、現況畑、取得後の計画も畑となっております。農作業従事要件ですが、●●●●

が１５０日以上年間作業される予定です。 

 続いて番号２になります。補足説明資料をご覧ください。●●●●、下限面積要件、自

作地８，７７４㎡、申請地１０２㎡、計８，８７６㎡、下限面積４０アール以上であるこ

とを確認しております。全部効率利用要件１月１１日全て耕作または自己保全管理を確認

しております。地域との調和要件ですが、現況畑、取得後の計画も畑となっております。

農作業従事要件ですが、●●●●が５０日以上、●●●●１００日以上、●●●●が１０

０日以上ということで年間従事日数１５０日以上をクリアしております。要件は全て満た

しております。 

今回この２件、１０月８日に受け付けておりますが、●●●●に下限面積要件が足りな

くて１１月に利用権の設定を受けて１月１日から利用権が始まり、面積要件がクリアでき

ました。●●●●の方ですが、一部無断転用がありましたので、そちらの是正の確認が出

来次第３条の方の議案にあげますとお話を申し上げていたところ、１月１１日に綺麗に要

件の是正がされておりましたので、こちらの方議案の方が提出となりました。以上よろし

くお願いいたします。 

 

（議 長） 
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 はい、ありがとうございました。それでは、議案第３号の１番２番につきまして、ご意

見ご質問等ございますでしょうか。 

 

異議なし 

 

（議 長） 

よろしいですか。それでは議案第３号番号１番号２について裁決をいたします。議案第

３号番号１番号２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 

 

（議 長） 

 はい、全員の方賛成でございます。よって議案第３号番号１番号２については承認する

ことにいたします。続きまして、議案第３号番号３について担当委員さんの方から説明の

方よろしくお願いいたします。 

 

（委 員） 

 はい、ご説明いたします。３番４番関係してますので一緒にお願いします。補足説明資

料の議案第３号の③④の現地案内図をご覧ください。場所から説明します。高虫のローソ

ンを平野小学校から行きますと右に曲がりまして２キロくらい行きますと元荒川の高虫橋

に突き当たります。その高虫橋に突き当たる手前の橋の土手を１００ｍくらい右に行きま

してそれを今度は農道がありますので、左に下りて大排水というのが真ん中に通っている

んですけれども、その大排水の傍のところでございます。３番がですね、隣り合わせをし

ている田んぼ２枚でございます。 

 ４番がですね、ローソンを右折していただいて、１００ｍくらい行きますと現在農協の

ＪＡの貸しているところがあるんですけども、●●●●の家の前が農道を広げているとこ

ろでございまして、そこを右折していただいて、２００ｍくらい行きますかねそうすると

高虫の中道という道路に突き当たります。その突き当たった左側の土地でございます。現

在ですね、●●●●、現在１人でですね２町ちょっとの水田を作っていると思うんですけ

ど、これからですね、●●●●遊休農地の解消に努力をしたいと頑張っている人でござい

ます。あといくらかですね、草が生えているので是正必要ということでですね、今日ちょ

っと見てみましたら草はきれいに刈ってありました。きれいに是正されていました。●●

●●やるわけですけども、そのように頑張っておりますので、ぜひ委員の皆様のご承認を

よろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 それでは、議案第３号番号３番号４について、事務局より補足説明をお願いします。 
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（事務局） 

 はい、議案第３号番号３番号４について補足説明をいたします。場所につきましては、

●●●●からお話があったとおりです。私の方からは、補足説明資料をご覧ください。 

下限面積要件、自作地１８，６９１㎡、借受地３，９６６㎡、申請地３，７４６㎡、計２

６，４０３㎡、下限面積４０アール以上であることを確認しております。全部効率利用要

件１月１１日全て耕作または自己保全管理を確認しております。地域との調和要件ですが、

番号３については田んぼ、番号４については畑として、取得後の計画も田、畑となってお

ります。農作業従事要件ですが、●●●●が５０日以上、●●●●が２０日以上、●●●

●が２５０日以上、●●●●が２５０日以上ということで年間従事日数１５０日以上をク

リアしております。●●●●の方からご説明がありましたけれども、一部草が立ち枯れて

いるところが何か所かあったんですが、そちらの方の草刈りもきれいにしてありますので、

現況にあっている形になっているかと思います。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは、議案第３号３番４番につきまして、ご意見

ご質問等ございますでしょうか。 

 

（委 員） 

 はい、少し聞きにくいんですけど、この売買の土地代金がもし分かれば参考までに教え

てください。分からなければ結構です。 

 

（委 員） 

 土地代金の話までは聞いておりません。 

 

（事務局） 

 土地代金についてですが、申請書にあがっているものに関しては田んぼの方が●●●●

となっております。 

 

（委 員） 

 安すぎない。間違いじゃないか。 

 

（事務局） 

 もしくはこの面積でこの金額なのかもしれないです。そこまではっきりとは記載がない

ので。 

 

（委 員） 

 分かりました。 

（議 長） 
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 他にはありますか。 

 

異議なし 

 

（議 長） 

よろしいですか。それでは議案第３号３番４番について裁決をいたします。議案第３号

３番４番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 

 

（議 長） 

 はい、全員の方賛成でございます。よって議案第３号３番４番については承認すること

にいたします。ただいま担当が接客中ですので議案第６号の方を先にやらせていただきま

す。２４ぺージになります、議案第６号相続税の納税猶予に関する適格者証明についてで

ございます。議案第６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６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６号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） 

 はい、議案第６号の番号１相続税の納税猶予に関する適格者証明についてでございます。

今回の相続税の納税猶予の場所は大字蓮田地内の綾瀬附になります。場所は蓮田駅西口の

ロータリーを左折しまして、武蔵野銀行埼玉りそな銀行前の県道蓮田鴻巣線を伊奈町方面

に８００ｍほど進み、見沼用水を渡ってすぐ綾瀬川がありましてその手前を左折します。

この交差点からさいたま市方面に９００ｍくらい進んだ場所が今回の相続の納税猶予の所

在地になります。この道路には蓮田外科、山口医院さんが道路に面しております。今回所

在地は道路を挟みまして左側が見沼用水沿いの４筆、これは補足説明資料を少し見ていた

だきまして、ご説明させていただきます。上の方からおりてきた道路が先ほどの市道にな

りまして、右側が見沼用水でございます。左側が綾瀬川でありまして、見沼用水側に４筆、

また左側の綾瀬川の方に同じく４筆になります。ご本人と面談しまして、今まで●●●●

とやっておりまして１６年間この土地を耕作しており今後も引き続き耕作をするという風

に伺っております。現地の方も確認しましたところ、きちんと耕作されていることを確認

しております。あと今後相続に関して３年に１度の手続き届出等もあるということも本人

の方に付け加えて話しております。補足ありましたら事務局の方にお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 
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（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは、議案第６号について、事務局より補足説明

をお願いします。 

 

（事務局） 

 議案第６号番号１について補足説明をいたします。場所については、●●●●からお話

がありましたとおりでございます。内容についても●●●●からお話ありましたとおりで

すが、相続関係ですが、まだ提出いただいた時は相続の書類が全く揃っておりませんで、

今週の水曜木曜で遺産分割協議書等全て揃って提出いただきまして申請人の●●●●が全

てこちらの農地を相続することが確認できましたので、ご報告申し上げます。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは、議案第６号につきまして、ご意見ご質問等

ございますでしょうか。 

 

異議なし 

 

（議 長） 

よろしいですか。それでは議案第６号番号１について裁決をいたします。議案第６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 

 

（議 長） 

 はい、全員の方賛成でございます。よって議案第６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、一旦暫時休憩といたします。２０分から再開いたしますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

休憩 

 

（議 長） 

それでは、再開いたします。議案第４号農地法第４条第１項の規定による許可申請の許

可についてでございます。それでは議案第４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４号、議案書朗読 ― 
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（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは、議案第４号番号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） 

 はい、説明いたします。１番の方のまず場所から、１２２号線の閏戸交差点を市役所の

方から行きますと右折いたしまして、１２２号線を約１キロほど行った右側の土地でござ

います。現状は２１日に確認したところ、砂利が敷かれておりました。これはだめだとい

うことで農業委員会の方へ●●●●へ連絡して●●●●が本人にあれだと事前着工になる

ということで是正するように指導したそうですけど、今朝見に行ったらまだそのままだっ

たんで、それで一部土の山が出来てたんですよね、その後●●●●から連絡ありまして、

その土を砂利の上に均したと言えば均した、一部撒いた程度に敷いておりました。それを

その後確認してそのままでした。是正をしたと言えばした。非常に御印程度のものでこれ

から委員さんの判断をひとつ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。事務局の方で補足ありましたらよろしくお願いいたし

ます。 

 

（事務局） 

 はい、番号１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●●●●か

らお話がありました、国道１２２号線を平野方面へ向かいまして、閏戸の交差点を右折い

たします。蓮田病院を過ぎた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

８９５㎡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種農地でございます。 

 申請内容についてですが、申請者は申請地近隣で会社経営を行う個人でございます。申

請目的については太陽光発電施設の設置ございます。現在申請者には会社の後継者がおら

ず、先々のことを心配しており、将来の安定した収入源を確保するべく太陽光発電事業に

取り組みたいということです。 

 設置される施設についてですが、太陽光モジュールが２５６枚、パワーコンディショナ

ーが８台、傾斜角度は５度で設置されるものとなっております。 

 申請地東側と南側には既存ブロックが設置されておりますので、北側と西側に新設フェ

ンスを設置する計画になっております。 

資金計画についてですが、全額、ローン会社から借り入れで対応するということでござ

います。 

汚水・雑排水については、当該計画に発生しません。雨水については、敷地内浸透処理

でございます。 
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開発の申請については、許可不要案件でございます。現地については、先ほど●●●●

からお話がありましたが、事務局では１月８日時点で現地確認に参りました。その時は現

地に車両が２台、それから土盛りがありましてそれらを撤去するよう指導を行いました。

その後また確認に行きましたが、その際車と土盛りは撤去されておりましたが、砂利が一

面に敷かれているような状況になっておりました。その砂利についにも撤去するよう代理

人さんにご連絡を差し上げて、今朝確認に参りましたら砂利の上にまた新しく茶色い土を

被せたような状況でございました。それでは１月８日時点の写真と今朝本日１月２５日午

前中時点の写真をお配りいたしますので、皆様も一度ご確認をよろしくお願いいたします。 

どちらも両面刷りになっております。まず写真に車が写り込んでいるものについては、

１月８日時点の写真でございます。もう１枚、車が写り込んでいない方、砂利と茶色い土

が見受けられる写真が本日１月２５日１１時頃の写真になっております。代理人さんの話

によりますと、車が写っている写真の裏面をご覧ください。２枚写真があると思いますが、

その左側ですね、申請地で言うと右奥の方にこのように土盛り、山になっているものがご

ざいました。これを撤去する際に、丸々別の場所に移したのではなくて、この山がどうや

ら砂利だったようで、それを全体に敷き均すような処理を行ったという話を伺っておりま

す。申請地については元々このような砂利が混じったような資材置場としての利用を昭和

２０年頃からこのような利用をしていたということで、ここは１ｍほど掘ってもまだ砂利

が出てくるような状況で元々がこのような状態だったということを代理人さんはおっしゃ

っておりました。２枚目の方が、本日の午前中の写真で、ねずみ色のグレーのような部分

についてが、おそらく山を崩して均したもの、その裏面について事務局の方で指導をしま

して土に戻してくれという話をしまして、その後このように土を撒いたのだと思われます。 

 

（事務局） 

事務局の方でどこまで是正を求めるかというのは難しい判断になるんですけど、今回●

●●●の方で少なくともこれくらいはやってもらいたいという指導が車の撤去と山の部分

の撤去をすれば仕方ないだろうという今回の是正の指導だったんですけれども、山の部分

については敷き均しをしてしまったということを電話で聞いたもので、それについては少

なからず撤去してもらわないと難しいのではないかと事務局の方としては考えております。

これが是正されれば許可相当としてよろしいのではないかなと思います。 

 

（委 員） 

資材置場ということでしたけど、何を置いてたんですかね。 

 

（委 員） 

鋳物屋さんだよ。 

（委 員） 

昭和２０年頃から農地としてはあまり使ってなかったのかな。 
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（事務局） 

今回４条で既に●●●●の土地ではあるんですけど、それも相続で取得しているもので、

その相続が発生する大元の一番最初に持っていた方がいらっしゃってその方から●●●●

という方に売買で権利が移動してその後相続相続で今回の●●●●に移っています。最初

に持っていた方の時から既に農地ではなくて資材置場のような状態で使っていたというこ

とらしです。 

 

（委 員） 

 太陽光発電をやるに当たってこの辺に民家がありますけど、その辺の許可はいらないん

でしたっけ。 

 

（事務局） 

 太陽光発電施設を設置するにあたってみどり環境課の方でガイドラインというものを設

けておりまして、それに基づいて届出は出してくださいということになっています。その

届出については既に提出済みでございます。 

 

（委 員） 

 それだと近隣の人の許可はいらないんですね。 

 

（事務局） 

 許可ではないんですけど、そのガイドラインの中で近隣の方にもちゃんとここで太陽光

やりますよという説明は行ってくださいというのがこのガイドラインの中に入っています。 

 

（委 員） 

分かりました。 

 

（委 員） 

 そのガイドラインの方はちゃんと守ってくれるようにはなってるわけですね。 

 

（委 員） 

 農地法のやつで昭和４５年と４８年のやつでありましたよね。その前に農地を他の物に

使ってたよとなれば許可になってますよね。 

 

（事務局） 

 追認と呼ぶものがありますが、あくまで建物等が昭和４５年以前から農地に建っている

と、そういう場合に追認として許可はしておりますが、例えばそれが山林ですとか今回の

ような資材置場に対してそのような運用は行っていないです。今回次の案件でも４条で●

●●●の案件は追認ですけど、そちらについてもあくまで建物があることを確認して追認
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という処理を行っているので今回のような雑種地とかそういったものを追認で処理という

のはあまりふさわしくないのかなと思います。 

 

（委 員） 

 ずっと農地のままだったんだね。 

 

（委 員） 

 農地で何も作らずに荒れてるより何かに使った方が良いんでしょうけど。 

 

（委 員） 

 でもそれだと誰がやってもこれから農地埋めてただやっちゃってもどっちでも良くなっ

ちゃうよね。それが往々にして通っちゃうもん。１回前例作っちゃえばさ。 

 

（委 員） 

 昭和３０年代からもうああだったよね。俺らが小学校の頃からあったと思いますよ。今

の工場。 

 

（委 員） 

 その会社がここで資材置場で使ってたの。 

 

（委 員） 

 それは分からない。だけど確かに農地として利用してたのは俺は見たことない。 

 

（委 員） 

 すみません。農業委員会というのは農地を転用する制度になってから何年くらい経って

るんですか。 

 

（事務局） 

 農地法自体は確か戦後にできたもので、それまでいくつか３つくらいの農業関係の法律

があってそれをまとめたのが農地法です。 

 

（委 員） 

 １月８日に撮った写真ありますよね。それと今日撮った写真、１月２５日。１月２５日

のバラスがいっぱい出てますよね。是正しようと思って泥が出ると思って撒いたのかな。

１月２５日の方が酷いもんね。下にあった砂利というかバラスが浮いてきちゃったんじゃ

ないのか。是正しようと思って掘ったら砂利がいっぱい出てきちゃったんじゃないんです

か。１月８日の方が畑みたいに見えるんですけど。 
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（委 員） 

かえって酷いよね。 

 

（委 員） 

 山はひと山だったんですか。 

 

（事務局） 

 そうです。 

 

（委 員） 

 このひと山のやつを崩して、２５日に見たやつはこんなに無いですよね。搬入しないと

これだけないよね。 

 

（委 員） 

置いたのが車か何かで下しながら走ってる感じがするんだよね。バックホーか何かで掘

削して平らにしないとこういう状態にならない。 

 

（議 長） 

 何か他にありますか。それでは皆さん、少し時間が長くなりまして、写真での説明でご

ざいますので、本来であれば現地で調査をしてそれで結論出すのが筋道なのかなという気

持ちもいたしますけれども、実際写真等で見たものだと皆様の意見で、許可を出すか是正

をしてもらうことで、だいぶ皆さんの方で迷ってるのかなと見受けられております。それ

では、この件につきまして、許可を出すか後に次の時にもう一回議案として是正がされた

後に審議をするか。もう一つは是正が行われれば今回の委員会で承認をして、是正が行わ

れれば許可を出すか。その３通りかと思うんですが。皆さんにご意見をお聞きしたいと思

います。まず最初にただいまの番号１についてでございますけれども、許可をしても良い

という方、挙手をお願いします。 

 次に、今回は見送って是正が終わってからそれを許可するという方向で賛成の方は挙手

をお願いします。 

 あともう一つ、今回のところで是正が終われば許可を出す。 

  

（委 員） 

 会長、是正の度合いは。具体的に言わないと向こうも分からないんじゃない。 

 

 

（議 長） 

 ただいま●●●●ご意見ありましたけど、どれくらい是正すれば許可を出していいか。

皆さんの中で。 



18 

 

 

（委 員） 

 最初の写真あったでしょ。このくらいの山がなくなれば良いわけでしょ。今現在はこれ

だからね。こっちはいじくってあるから。 

 

（委 員） 

 事務局の条件、少なくともそこまではしてもらわないと。２５日の状態はだめだという

ことですよね。こんなに盛られてるんだから。そうすると８日の時点の山があったものと

この泥を無くしてもらうというのが良いのかと思うんですけど。でないと一番最初に提示

した条件と違ってくると何を言ったという話になるので、少なくとも１月８日の指摘をし

た時点から直したり、泥を入れたのかを確認して入れたものを撤去、で昔の残土も撤去す

るというところに戻さないとどこが悪いって言いようがない。１月８日時点の条件を満足

したものが承認するという話になると思う。１月８日に戻って山が無くなれば良いものが

いつの間にか２５日の時点では更に酷くなっているという状況はちょっと。それを是正し

てもらわないと。 

 

（委 員） 

 農業委員会のやつに役職名ってありましたよね。その人に来ていただいて、この●●●

●に住んでる太陽光取り付ける人とお会いして話をして是正をしてもらった方が良いので

はないですか。特別調査委員という方がいらっしゃいますね６人。それか現地調査員の３

名の方にここで話してどれくらいの条件で是正してもらえれば許可するということで他の

委員さんも一任するようなかたちで。あと内容を事務局に話して。 

 

（議 長） 

 それでは議案第４号の農地法第４条第１項の規定による許可申請の許可についてでござ

います。番号１についてですけれども、先ほど皆様方に問いました案につきまして、それ

では継続審議ということでさせていただきます。特別調査員、現地調査員という方々にお

願いすることになりますので、またその件につきまして、継続審議の中でやっていきたい

と思います。それではただいまの件につきまして、継続審議ということで良いという方は

挙手をお願いします。 

 

全員賛成 

 

（議 長） 

はい、全員の方賛成でございます。よって議案第４号の番号１につきましては継続審議

といたします。 

続いて議案第４号番号２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。 
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（委 員） 

 はい、ご説明いたします。最初の番号１の場所から約５、６００ｍ行ったところに旭産

業という会社がございます。その会社の裏側に位置する土地で建物自体は古い建物が建っ

ております。農地の一部。建物が約半分くらい農地の方に出てる状態です。以上です。 

 

（議 長） 

はい、ありがとうございました。事務局で補足ありましたらお願いします。 

 

（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●●●●からもお

話がありましたが、根金自治会館の西側が今回の申請地でございます。転用筆数は２筆、

面積は２９２㎡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、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

をしていたと思われる追認案件です。追認に至った経緯といたしましては、●●●●が●

●●●の母屋を建て替える計画がある中で土地の調査をしたところ、通路と倉庫として使

用していた土地が農地として残っていることが判明し、是正措置として今回の申請にいた

りました。 

資金計画については、追認案件であり工事は行わないため掛かる費用はございません。 

汚水・雑排水については、当該計画に発生しません。雨水については、敷地内浸透処理

でございます。 

開発の申請については、許可不要案件でございます。母屋の建て替え部分については、別

途開発の申請は出ているとのことです。現地については、通路と倉庫としての使用を確認

しており、昭和４３年の航空写真から、その当時から農地以外として使用していたと思わ

れることを確認しております。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４号番号２については、担当委員さん、また事

務局の説明の通りでございます。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） 

 一つだけ、すみません。説明があったんですけど、●●●●●というのはなんでしたっ

け。 
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（事務局） 

 通路です。 

 

（委 員） 

 わかりました。 

 

（委 員） 

 宅地だと通路は出来るんですよね。道路には。農地じゃだめですよね。建替えの時に自

分の農地であっても農地を家の通路にするのはだめですよね。 

 

（事務局） 

 接道要件がなかったので、今回建替えをしようとした時に、それで昔からこの部分を通

路として自宅の入り口として使っていたということなので今回追認をすることになりまし

た。 

 

（委 員） 

 農地だとだめですけど宅地にすれば良いんですよね。 

 

（事務局） 

 宅地で元々使っていたということであれば農転の申請は必要ないです。 

 

（委 員） 

 自分の家の土地を宅地にするんだから自分の家の土地でしょ。 

 

（事務局） 

 ●●●●が元々宅地であって●●●●に接道要件が無かったんです。それで今回●●●

●を昔から使ってた敷地として確定させるというものです。 

 

（議 長） 

 他にはありますか。 

 

異議なし 

 

 

（議 長） 

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４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いたします。はい、全員の方、賛
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成でございます。よって議案第４号番号２につきましては承認をいたします。それでは、

議案第５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。議案

第５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５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５号番号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） 

 それでは、議案第５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、

市役所から行きますと、裏手のミニストップとベルクの所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、黒浜運動公園の方へ進みますと、右

側に鈴木歯科医院駐車場がございます。ここは、黒浜公園前丁字路信号から約１２０ｍ手

前になりますが、そこを右折し、約１００ｍ行った突き当り丁字路を右折し、約１００ｍ

行った道水路沿い左側が案件の申請地、大字黒浜●●●●●●●●●●となります。位置

的には、黒浜運動公園の南西側になります。北側ではなくて南西側ですね。 

 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

んどの筆が自己保全管理となっております。５条の許可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、以前は一時期畑として利用していましたが、土壌が悪く、生産

性に乏しいことから、現在は草刈りのみの管理状態が続いており、高齢で管理をしていく

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

地を探している不動産屋の仲介により、交渉の結果、売買に至ったとのことでございまし

た。 

 この経緯等につきましては、聞き覚えがあると思いますが、昨年の５月及び６月に、今

回の場所に近い土地で同じような議案が上がり、承認をいただいたところでござます。現

在、申請地は少し草は生えておりますが、事前着工もなく、違反等もないと思われます。      

譲受人とは遠方にお住まいの為、コンタクトは取れておりませんが、事務局さんで作成

した補足説明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が多く、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） 
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 はい、ありがとうございました。事務局より補足をお願いします。 

 

（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、ただいま●●●●からお話

がありましたとおりでございます。●●●●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。 

 申請内容についてですが、申請人は都内在住で会社員を務める個人ございます。 

目的については、太陽光発電施設の設置ございます。以前より太陽光発電による売電事業

に関心があり、安定した収入の確保と子の代まで家計の助けとなることを考え太陽光発電

事業を計画したということです。 

 設置される施設についてですが、太陽光モジュールが２５２枚、パワーコンディショナ

ーが８台、傾斜角度は１０度で設置されるものとなっております。 

周辺農地への被害防除については、敷地を囲うようにフェンスを設置する計画であり、

隣接する農地の営農に支障はないものと思われます。 

資金計画についてですが、全額、ローン会社から借り入れで対応するということでござ

います。 

汚水・雑排水については、当該計画に発生しません。雨水については、敷地内浸透処理

でございます。 

開発の許可申請については、許可不要案件でございます。現地については、保全管理状

態であり、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５号番号１については、担当委員さん、また事

務局の説明の通りでございます。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。 

 

異議なし 

 

（議 長） 

 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５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５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、番号２に

ついて担当委員さんよりご説明をお願いします。 

 

（委 員） 
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 それでは引き続き番号２について、ご説明申し上げます。まず場所につきましては、先

程の●●●●となります。申請地の農地性としましても、●●●●と同様でございます。 

 ５条の許可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、土壌が悪く、

生産性に乏しいことから草刈りのみの管理をしながら、近隣にお住まいの方々の家庭菜園

のような形で部分的に畑として利用しておりましたが、収益性のない土地を管理していく

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

地を探している不動産屋の仲介により、交渉の結果、売買に至ったとのことでございまし

た。現在、申請地はきれいに耕されており、事前着工もなく、違反等もないと思われます。 

譲受人とは遠方にお住まいの為、コンタクトは取れておりませんが、事務局さんで作成

した補足説明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が多く、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した。事務局より補足をお願いします。 

 

（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、●●●●からもありました

が、先程の番号１の北側が今回の申請地でございます。●●●●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。 

 申請内容についてですが、申請人は川口市に本社を置く内装工事業を行う法人でござい

ます。 

転用目的については、太陽光発電施設の設置ございます。福島原発事故以降、環境に良い

太陽光発電事業に関心を抱くようになり、会社の安定した余剰資金を確保する投資先とし

て優良と判断し、太陽光発電事業を計画したということです。 

 設置される施設についてですが、太陽光モジュールが１６４枚、パワーコンディショナ

ーが６台、傾斜角度は２０度で設置されるものとなっております。 

周辺農地への被害防除については、敷地を囲うようにフェンスを設置する計画であり、

接する農地もないことから周辺の営農に支障はないものと思われます。 

資金計画についてですが、全額、ローン会社から借り入れで対応するということでござ

います。 

汚水・雑排水については、当該計画に発生しません。雨水については、敷地内浸透処理

でございます。 

開発の許可申請については、許可不要案件でございます。現地については、保全管理状
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態であり、違反等はございませんでした。 

最後でございますが、今回内装工事業を行う法人でございますが、謄本定款の中に太陽

光事業を行う旨の記載がありませんでした。その旨を上層機関である春日部農林にも確認

いたのですが、農林の方では、謄本定款に太陽光事業の記載がない場合は基本的には受け

付けていないという話を伺いまして市の勉強不足の部分もありまして、申請者の方には条

件付きということで、謄本定款には太陽光事業の行う旨を記載したものを提出するという

誓約書を提出しただいている状況でございますので、事務局の方の提案として誓約書を以

って、謄本と定款に太陽光事業の旨を記載して提出することを条件とし、条件付きの許可

ということで今回の取り扱いをしたいと存じております。 

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５号番号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。 

 

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５号の番号２について条件付き許可ということで承認することに賛成の方、挙手をお願

いします。はい、全員の方賛成でございます。よって、議案第５号の番号２について条件

付き許可ということで承認することにいたします。続きまして、番号３について担当委員

さんよりご説明をお願いします。 

 

（委 員） 

それでは番号３についてご説明いたします。番号３の現地案内図を見ていただきますと、

大宮栗橋線からバイパスへ北へ向かっていただきまして新幹線の高架がございます。新幹

線の高架の手前進行方向左側の場所に、だいたい５０ｍくらい手前ですか、この場所にな

ります。元々畑になっておりまして、きれいに管理されている土地です。ちょうど目の前

が認知症のグループホームですか、その施設の裏側ですね、この場所になります。●●●

●の方はこちら見ると分かりますように、道路反対側に共栄の本社がございまして、事業

拡大ということで今回の申請になります。相対の賃借で進めているそうです。以上です。

補足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した。事務局より補足をお願いします。 
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（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、国道１２２号線とＪＲ東北

新幹線が交差する南東側が今回の申請地でございます。転用筆数は１筆、面積は４０７㎡

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。 

 申請内容についてですが、申請人は市内大字閏戸に本社を置く給排水設備工事を行う法

人でございます。 

転用目的については、資材置場でございます。現在の使用している資材置場が工事の注文

増加により手狭になっており、新たに敷地を確保したいため今回の申請にいたりました。 

 現在の資材置場についてですが、資料案内図をご覧ください。現地案内図の左上に東北

新幹線がございますが、その中に小さく●●●●と記載があるのが確認できます。こちら

の高架下で資材置場として利用をしているということです。置いている資材については、

主に塩化ビニル管パイプ、ＦＲＰ素材のパレット、工事用機材等が置かれております。 

 今回の申請地に置かれる資材については、主に塩化ビニル管パイプを置く予定であると

いうことです。 

敷地の利用については、敷地全体の地盤高を隣地より低く設定し、全体に鉄板を敷く計

画でございます。北側に隣接する農地がございますが、資材を敷地内南側に置き、北側を

車両の出入り通路にする内容になっており、資材が北側隣接農地へ越境することはないと

思われます。 

資金計画についてですが、全額、ローン会社から借り入れで対応するということでござ

います。 

汚水・雑排水については、当該計画に発生しません。雨水については、敷地内浸透処理

でございます。 

開発の許可申請については、許可不要案件でございます。現地については、保全管理状

態であり、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５号番号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。 

 

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

５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
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成でございます。議案第６号は先に終了しておりますので、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朗読と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。 

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。 

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。 

 


