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蓮田市農業委員会総会議事録 
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〔日 時〕平成３１年２月２５日（月） 

 

 

〔場 所〕蓮田市役所３０４・３０５会議室 
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平成３１第２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２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２月２５日（月） 午後１時００分 

 

２ 閉会日時  平成３１年２月２５日（月） 午後２時００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）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  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） 

ただいまから平成３１年第２回蓮田市農業委員会を開催したいと思います。開催に先立

ちまして萩原会長よりご挨拶頂きたいと思います。 

 

（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、会議規則により萩原会長にお願い

いしたいと思います。 

  

（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用の会議録案、また、平成３１年１月２５日に開催した平

成３１年第１回農業委員会総会の公開用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。 

事務局の方で何かあれば。 

 

（事務局） 

はい、議事録の資料を送付してですね、その後に間違いがあるということで、指摘を受

けましたので、そちらの方は直すようにいたします。修正箇所ですけれども、平成３１年

の第１回農業委員会総会の会議録の１１ページですね。１１ページ下から９行目の真ん中

のところなんですけれども、ここに「山内医院」と書いてあるんですけれども、これは「山

口医院」の修正ということでお願いしたいということで●●●●の方からご連絡がありま

した。そちらの方は修正をお願いします。 

それから２１ページなんですけれども、２１ページの下から１１行目、「大変の」を「大
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変に」、というふうに修正いたします。同じ行の後ろの方なんですが「つきまいて」と書い

てありますが、こちらは「つきまして」でございます。それから、その行の最後に「官界」

と書いてあるんですけれども「今回」という誤字なんですけれども、そちらの方を修正を

お願いします。今の件は●●●●さんの方からご指摘がありましたので、そちらの方は修

正します。 

 

（議 長） 

はい、ただいま●●●●さん、●●●●さんの方から修正箇所のご連絡をいただきまし

た。ありがとうございました。委員の皆様、他に修正箇所がありますでしょうか。 

 

（委 員） 

 はい、第１回のやつで２０ページかな、２０ページで上の方でですね、委員というのが

２つありまして、その下ですね。宅地だと通路「出てるんですよね」は「出来る」の方が

いいかな。出来るんですよね、出てるんですよねとあるんですけど。 

 

（事務局） 

 分かりました。出来るんですよね、に修正いたします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございます。他はありますか。よろしいでしょうか。 

 

異議なし 

 

（議 長） 

はい、ないようですので、私の署名に続き平成３０年第１２回農業委員会総会の会議録

について、●●●●●●さん、●●●●●●さんに、また、平成３１年第１回農業委員会

総会の会議録について、先ほど申し上げました箇所を修正したものに、●●●●●●さん、

●●●●●●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。●●●●●●さんから欠席

の旨の報告がありましたのでご報告申し上げます。●●●●さんですが、少し遅れまして

来ていただけるということでございます。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、●●●●●

●さんによろしく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号でござ

います。また報告の案件は、報告１から報告４となります。 



5 

 

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。 

 

（事務局） 

 再設定分の番号４から番号１３までにつきましては、こちらの方は再設定ということで

すので、説明の方は省略させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（議 長） 

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号の１番と２番、同じ●●●●●●の、一緒に説明します。野口勇作さ

ん●●●●●●、去年、脳梗塞で倒れちゃって、去年は稲作ったんだけど、●●●が稲刈

りやったそうです。子どもはとても出来ないということで、お願いしたところ、作る方を

探してもらって、●●●●と●●●●●●のその二人にお願いして、今はもう綺麗にうな

ってありました。ということです。よろしくお願いします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。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。 

 

異議なし 

 

（議 長） 

 よろしいですか。それでは議案第１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。 
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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１号番号３につきまして、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、１号議案の３番について説明します。この間、椿山の●●●●●●のところへ行

ってきまして、今まで作ってもらってた人が亡くなっちゃって、それで作る人がいなくな

っちゃったということで、今度、●●●●●●に作ってもらうということになりました。

この田んぼも綺麗になっていました。よろしくお願いします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局より何かありますか。 

 

（事務局） 

 事務局の方から１番２番３番まとめて補足説明をさせていただきます。３件については、

地主さんの方から直接農業委員会の窓口の方にそういった事情だということで、今後農地

を耕作してくれる人がいないので探してくれないかということでご相談があった案件です。

それに対してはこちらの方で資料を作りまして黒浜地区の農業委員さん推進委員さんにお

骨折りをして、耕作者を結び付けていただいたという経緯があります。今後もし、こうい

った形で農地の相談、活用してほしいというような相談があった場合には、担当地区の農

業委員さん推進委員さんにご相談をいただいて、お骨折りをいただくようなことがござい

ますので、今後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。ただいま担当委員さん、事務局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１号番号３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 
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（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３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１号の番号４から番号１３まで、再設定の分について、

事務局より補足説明があります。よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

 ご説明申し上げます。番号４から番号１２までは内容が同じ内容での更新となります。

ただし番号１３に関してなんですが、●●●●●●の方、貝塚の方で新規就農者というこ

とで、利用権を設定されていたものなんですが、今回はぶどうを植えましたということな

ので、利用権の期間が２０年ということで設定になりました。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、ご意見ご質問等ありますで

しょか。 

 

（委 員） 

 はい、事務局さんへの質問になると思うんですが、利用権の設定の期間、上限ですね、

これは１年以上ということですが、最長で５０年でよろしいですか。２０年ではなくて５

０年ですか。 

 

（事務局） 

 最長５０年です。 

 

（委 員） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

（議 長） 

 よろしいですか。質問がないようですので、裁決をいたします。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 

 

（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４から番号１３については承

認することにいたします。次に６ページになります。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。議案第２号について事務局の朗読をお願いいたしま

す。 
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（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、事務局の方から、よろしくお願いいたしま

す。 

（事務局） 

 引き続き事務局の方から説明させていただきます。こちらの案件なんですけれども、こ

ちらは第１回の総会、前回の総会の時にですね、現場の方が残土と言いますか山になって

いたのを敷き均してその上に土、客土を入れた状態だということで、それだと許可できな

いだろうということで、それは指導しなくてはならないということで、現場の方なんです

けれども、２月８日ですね、●●●●、●●●●、●●●●●●、●●●●●●の方でこ

ちらの現地におきまして、先方の代理人である●●●●●●●●●●●●●●●●●●の

●●●●という方がいらっしゃるんですけれども、その方立ち合いのもとですね、現地に

積まれた砕石、搬入された客土の撤去となるよう是正指導を行いました。現場の是正が完

了したという連絡を受けてですね、２月１９日に確認しました。現場確認をしたところで

すね、砕石だとか客土の鋤取りがちょっと甘いということで、翌２０日ですね、現地へ先

ほどの代理人を呼び出して、もう一度是正の指導を行ったところでございます。今回の総

会までには是正の完了は難しいということですので、今回も許可は難しいということで、

３月の総会に引き続き継続の案件になるだろうというものでございます。以上です。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。ただいま●●の方からご説明があったとおりでござい

ます。それで議案第２号の１番につきましては、もう一度、継続ということで、皆さんに

よろしいかどうか、決めたいと思います。継続という形でよろしい方は挙手をお願いしま

す。 

 

全員賛成 

 

（議 長） 

 はい、全員の方継続でよろしいということでございますので、議案第２号の１番につい

ては継続ということでお願いを申し上げます。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。それでは、３号の方飛ばしまして、議案第４号の方、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でございます。事務局の朗読をお願いいた

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） 

 事務局の●●●●と現地を調査しまして、管理の方はされてますので、よろしいと思い

ます。以上です。審議のほどよろしくお願いします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございます。事務局より補足説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 特にありません。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。ただいま担当委員さんの方から説明をいただきました。

議案第４号番号１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４号番号１について裁決をいたします。議案第４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４号番号１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４号番号２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、２月８日事務局の●●●●と午前中、この申請農地、確認したところ、すべて管

理、作付けもしてありました。以上です。よろしくお願いします。 

 

（議 長） 
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 ありがとうございます。事務局より補足説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 特にありません。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。ただいま担当委員さんの方から説明をいただきました。

議案第４号番号２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４号番号２について裁決をいたします。議案第４号番

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４号番号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４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。 

 

（事務局） 

 はい、こちらの件につきましては、綺麗に管理されておりますので、問題はないかと思

います。 

 

（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） 

 ２月１５日に●●●●●●と現地の方を確認しました。適正に管理されておりましたの

で報告申し上げます。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第４号番号３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 
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（議 長） 

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

号３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４号番号３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） 

 補足説明調書の公図を見ていただきたいんですけれども、場所なんですけど、蓮田駅か

ら東埼玉病院の路線バス、県道蓮田杉戸線を行き、元荒川にかかる川島橋を渡りまして、

進みますと、黒浜南小学校が右側にあります。その信号を右折して約 3３００ｍくらい行

きますと黒浜真浄寺があります。真浄寺に対して、黒浜幼稚園があります。園内の庭の道

路側に申請地がある畑、●●●●●と●●●●●の土地があります。申請地につきまして

は、農地に是正されておりました。黒浜幼稚園の体育館の改修工事を行う中で敷地内に土

地に関する調査をしたところ、地目に畑が残っているところが判明したため、是正措置と

して申請にあたったということでござます。それと、譲渡人、●●●●●●●●●●●●

さんと●●●●●●●●●●●●●●●●●●です。以上です。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、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） 

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●●●●●●さん

からお話がありましたが、黒浜幼稚園の南側が今回の申請地でござます。転用筆数は２

筆、面積は９１．５６㎡でございます。また、農振法上の位置付けですが、農振農用地
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区域内の農地でございますが、告示前証明が出ており農振農用地からは外れております。 

 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、幼稚園敷地内

の体育館を建て替える計画がある中で、敷地内の土地を調査したところ、一部農地として

残っている土地が見つかり是正措置として今回の申請にいたりました。代理人の調査によ

りますと、今回の申請地については昭和４４年に蓮田市の方で分筆登記をしており元々道

路用地として確保された土地でしたが、所有権移転及び道路拡張が行われることなく残っ

てしまった土地を、幼稚園側が道路拡張が済んでいるものと誤認し、幼稚園敷地に含め現

在の利用に至っているとのことでした。現在は、幼稚園のプールになっておりますが、プ

ール自体は昭和４５年以降の建設になっているので、航空写真による確認はできませんが、

本案件は蓮田市の方で道路拡張を目的とした分筆登記をしている経緯があるため、追認は

やむを得ないと判断しております。 

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。現地については、●●●●●●の

方からは是正が済んでいるというお話でしたが、現地はあれよりも東側のプールの一部に

なっているところですね。ですので現在はプールの一部として利用されております。 

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。それでは、議案第３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３号番号１について裁決をいたします。議案第３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３号番号１については承認することに

いたします。 

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朗読と説明をお願いい
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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。この際、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。 

 


