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令和元年第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３１年第５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  令和元年５月２８日（火） 午後２時００分 

 

２ 閉会日時  令和元年５月２８日（火） 午後４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 𠮷岡 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 邦明   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）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 農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請の許可について 

議案第５号 生産緑地法第１７条の２の規定に基づく生産緑地の買取申出に 

係るあっせんについて 

     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１８条第６項の規定に基づく通知について 
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８ 出席した農業委員会事務局職員（２人） 

    事務局長    柴田 賢次 

   事務局主任   茂木 郁  

 

９ 傍聴人（０人） 

  なし 

 

１０ 会議の概要 

 

（事務局） 

 ただいまより、平成３１年第５回蓮田市農業委員会総会を開催したいと思います。開会

に先立ちまして、会長より挨拶をいただきたいと思います。 

 

（会 長）―会長挨拶― 

 

（事務局） 

元号は令和という形に変わりましたが、今年一年につきましては平成３１年の回数を数

えるという形でのやり方で行う事としましたので、よろしくお願いしたいと思います。そ

れでは以後の進行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、ただいまより平成３１年第５回蓮田市農業委員会総会を開催いたします。着

座にて議事を進行させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。平成３１年３月

２５日に開催した平成３１年第３回農業委員会総会の会議録（案）及び平成３１年第４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き、委員の皆様方にお

いては確認していらっしゃると思います。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。事前に委員からの指摘がございましたので、事務局から訂正箇所の説

明をお願いを申し上げます。 

 

（事務局）－説明－ 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。他にございますか。 

 

（委員） 

第４回会議で中間管理機構の利用集積で根金の賃借料の価格について後日お知らせして

もらうことになっていた件は、どうなりましたでしょうか。 
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（委員） 

 その件につきましてご説明します。まず、南彩農協の賃借料は話し合いによりけりです

が７，０００円が多いようです。今回の案件につきましては、水のくみ上げポンプが故障

しており、その修理費用を一部補助金と、不足分は借主で支払う事で話し合いがあり、そ

の結果、単価１，０００円になったとの事です。また、農道整備が進んでいないため大型

機械が入りづらく困っていると話しがありました。今回のポンプ修理に関して見積額が約

２３０万、このうち中間管理機構の補助が約１２０万で、その差額を借主が負担するとの

事です。 

 

（議長） 

はい、ありがとうございました。他にございますか。 

 

異議なし 

 

（議 長） 

それでは、ないようでございますので、平成３１年第３回農業委員会総会の会議録につ

いては●●●●、●●●●に、また平成３１年第４回農業委員会総会の会議録については

●●●●、●●●●に署名をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

本日の委員の出席状況について報告をいたします。欠席委員はなく、委員全員の出席を

いただいております。従いまして、本日の総会は成立をいたします。次に、本日の会議録

の議事録署名人の指名をいたします。●●●●、●●●●。それから、推進委員さん、欠

席者はなく６人全員の方出席いただいております。ありがとうございます。 

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。農地法など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。報告案件は、報告１から報告２となります。それでは、只今から、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号について、事務局の朗読をよろしくお

願いを申しあげます。 

 

（事務局）― 議案第１号、議案書朗読 ― 

 

（議長） 

それでは、議案第１号の番号１について担当地区委員の方から説明の方、お願いをいた

します。 

 

（委 員） 

 場所についてご説明いたします。蓮田東口、杉戸新道・黒浜小学校中学校・御成街道・

さいたま市鹿室方面に向かっていきます。左側にセブンイレブンが見えて信号があって、
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その先１００ｍは田んぼがあります。左と右側に田んぼがありますが、大きな田んぼが５

つあるんだけど４つか５つは、江ヶ崎新田ていう集落があって、御成街道に向かって右折

し新田という集落を通って５００ｍくらい走って行った左の右側に件の田んぼがあります。

それぞれ今までは江ヶ崎の●●●●がこれを作っていたんだけど、健康上の都合で、体の

具合が悪くやめるということになって、作ってもらっていた人がやめられても困るんで、

●●●●に責任をもってもらって見つけてくれということで、●●●●が●●●●という

人にお願いをしたという次第でございます。昨日、●●さんにお会いして話を聞いてきた

んですけど、●●●●で江ヶ崎の方にも４、５年田んぼを作りに来てて「そのついでにど

うせ来るんだから、いいでしょう」ということで●●●●の引き受けた分をほとんど引き

受けたみたいなんです。よその地域からわざわざ蓮田の方まで来てもらうのが、良いか悪

いかわかりませんが、なかなかやってもらう人をみつけるのも大変なんで、とりあえずお

願いして、やってもらって、よその地域の人なんだけど、その方がいいかなと思いますの

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した。事務局の方で補足等ありましたら、よろしくお願いい

たします。 

 

（事務局） 

 番号１につきまして、補足説明をさせていただきます。こちらは、２０ページにござい

ます報告２の農地法第１８条第６項、合意解約がされた場所になり、この全てが今ご説明

にありました●●●●の利用権設定の部分になります。●●●●に関しまして春日部の農

業委員会事務局の方にお電話をさせていただきまして耕作状況の確認をしましたところ、

耕作地は約１０ヘクタール、●●●●、●●●●で農業を営んでおりまして、平成２７年

５月１日に認定農業者に認定されております。以上になります。 

 

（議 長） 

 ありがとうございます。ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等ございますで

しょうか。 

 

意義なし 

（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申しあげます。 

 

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１については承認をすること

にいたします。つづきまして、議案第１号番号２について、担当地区委員の方から説明を

お願いを申し上げます。 

 

（委 員） 

 ２番について申し上げます。駒崎のブロックローテーションということでこの●●●●

の土地を借りてるところがございます。それの代替ということで●●●●の人の場所をや

ってもらうことになりました。駒崎の、東部、中部、西部とあるわけですが東側っていう

ことで、集落排水の近くっていうことでですね、７町分弱作り手のない場所がありますの

で我はっていう人はですね、駒崎の方に田んぼありますのでよろしくお願いいたします。

以上です。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。ただいまのの説明について、ご質問、ご意見等ございますか。

よろしいですか。 

 

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。本案件は委員に関係する議案

ですので、関係する委員の退席をお願いをいたします。 

 

― 委員退席 ― 

 

（議長） 

それでは。議案第１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申し上げま

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号の番号２について承認をすること

にいたします。 

 次に議案第１号の番号３ついて、担当委員さん方から説明をお願い申し上げます。 

（委 員） 

 地元の●●●●という熱心な米作り農家でございますので、何ら問題はないと思います。

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。それではただいまの説明にについて、ご意見ご質問等

ございますでしょうか。 

 

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１号の番号３について、

承認をすることに賛成の方、挙手をお願いいたします。 

 

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、議案第１号番号４について担当地区委員の方から、説明をお願いを申し上

げます。 

 

（委 員） 

 場所は１２２号を下っていきますと、閏戸交差点これを右折いたしまして、旧１２２号

交差点から約１キロ、１３００ｍ位行きますと北向き地蔵がありまして、そこの次の路地

を右に入って３０ｍ位行ったところです。これは●●●●の自宅、その自宅の裏側の土地

です。●●●●自身、土地を持て余してまして、●●●●ていう方が作ってくれるという

ことで、畑で貸したそうです。現在何か作物が作付されておりました。以上です。 

 

（議 長） 

はい、ありがとうございました。事務局のほうからございますか。 

 

（事務局） 

 特にございません。 

 

（議 長） 

 何か質問等ございますでしょうか。 

 

（委 員） 

 質問なんですけれども、物納って書いてあるんですけれど、水田の物納っていうのはわ

かるんですけど、普通畑の物納っていうのは、もしわかればよろしくお願いいたします。 
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（委 員） 

 野菜。野菜が作ってあるんで、おそらく貸主が自由に採っていいっていう、そういう条

件だと思います。 

 

（議 長） 

 他に何かありますでしょうか。 

 

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１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いたします。 

 

全員賛成 

 

（議 長） 

はい、全員の方賛成でございます。議案第１号の番号４についても承認をすることにい

たします。 

つづきまして、議案第１号の番号５ついて担当地区委員の方から説明をお願いを申し上

げます。 

 

（委 員） 

 貝塚の田んぼでですね。閏戸の●●●●、米作りに熱心な方なんですけれど、別に荒ら

すこともなく一生懸命やっていて、問題ないと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございます。事務局の方で何かございますでしょうか。 

 

（事務局） 

 特にございません。 

 

（議 長） 

 ただいまの、説明についてご意見ご質問等ございますでしょうか。 

 

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１号の番号５について、
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承認することに賛成の方挙手をお願いいたします。 

 

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５についても承認をすること

にいたします。 

 続きまして、議案第１号の番号６につきまして、担当委員さんの方からご説明の方お願

いを申し上げます。 

 

（委 員） 

 貝塚の田んぼでですね、貝塚で一番植え付け熱心な●●●●が借りることになりました。

ただ、心配なのは●●●●の健康状態ですけれども、去年倒れましたが今年また一生懸命

やってるもんで、ちょっと心配なんですけれども、これだけ増やしたいということで、問

題はないと思います。よろしくお願いします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございます。事務局の方で何かございますでしょうか。 

 

（事務局） 

 特にございません。 

 

（議 長） 

 ただいまの、説明についてご意見ご質問等ございますでしょうか。 

 

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１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申し上げます。 

 

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６についても承認をすること

にいたします。 

 続きまして、議案第１号の番号７について、担当地区委員さんの方からご説明の方お願

いを申し上げます。 
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（委 員） 

 場所の方から説明したいと思います。閏戸交差点、左折していただきまして、約１キロ

くらい行きますと、ちょっとわかりづらいんですけれど小さい十字路があるんですけれど、

右に入ると●●●●、そこを左折していただきまして、５ｍ道路ですので目ぼしいものが

ないんですよ。そこを入っていただきますと２００ｍくらいで、クランクになるんですけ

れど、そこから入りますと約３００ｍ弱のところに、右側にハウスができてるんです。  

２年位前ですか、トマトハウス作るときに説明したと思うんですけれど、そこの場所です。

この農地なんですけども、一番奥になっちゃうんです。今現在、ハウスができてるんです

けども、約１００ｍのハウスなんですけど、一番奥側になっちゃうんですけども、ここは

●●●●がどうせ空いてる土地だから借りてくれないかなってことで、この●●●●の方

と話が合意になりまして、資材でも置ける場所でもいいかなっていうことで借りたらしい。

ハウスがかかってる様子もないです。以上です。 

 

（議 長） 

 ありがとうございます。事務局より何かございますでしょうか。 

 

（議 長） 

 補足説明させていただきます。同じ５ページの番号８（再）の●●●●、同じ方ですけ

れども、こちらの再認定の申請の際に●●追加されていたものでございます。●●●●の

担当者にお電話で伺ったところ、先ほどお話があったように●●●●の方から「追加で借

りてくれないか」という話があったそうです。社内で検討した結果、再設定と同じ条件で

新規で借りますということを聞いております。以上です。 

 

（議 長） 

 ありがとうございます。ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等ございますで

しょうか。 

 

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１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いたします。 

 

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７についても承認をすること

にいたします。 



11 

 

 次に、再設定の分の議案第１号の番号８から番号１６につきましては説明を省略をさせ

ていただいております。ご意見ご質問等ございますでしょうか。 

 

なし。 

 

（議 長） 

 質問がないようでございますので、採決をしたいと思いますが、●●●●には、退席い

ただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

それでは議案第１号の番号８から番号１６までについて、承認することに賛成の方は挙手

をお願い申し上げます。 

 

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号の番号８から番号１６について

も承認することにいたします。 

続きまして、９ページの議案第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」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をいたします。 

 

（事務局） 

 それでは、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」で

ございます。まず、番号１の件なんですけれどこちらの方ですが、５月２０日にですね、

現地に行ったところ、一部申請地において砂利が敷いてございまして、適正な状態に保た

れていないということで、是正の申し入れをしたところ、その是正が本総会の期日までに

はできないということになりました。よってですね、今回は審議しないということになり

ました。よって今回は番号２の方についてご審議の方お願いしたいと思います。 

 

― 議案第２号朗読 ― 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございます。それでは、ただいま●●●●のほうからお話がございま

した通り、議案第２号の番号１については申請地が農地としての適正な管理がされておら

ず、是正指導をしておりましたが本日まで整っておりませんので、今回は審議はいたしま

せん。次に議案第２号番号２については、担当地区委員の方から、説明をお願いをいたし

ます。 

 

（委 員） 

 この案件は今年の第１回で提出された議案なんですけれど、是正勧告したんですけれど
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も、なかなか応じてもらえなくて、そのあと取り下げもあって、再度出されてきた案件な

んですけれども、場所は１２２号線の閏戸交差点を右に入って行って、蓮田病院を過ぎて

約１キロ行ったところの旧１２２号線に接した土地です。今朝、是正がされたということ

で、確認に行ってきたんですけれど、一応砂利を取り除いたかなっていう跡が残っており

ました。できるのはあの程度かなとは思っています。もともとの土地が何年も前から農地

ではなくて資材置場のような状態で使っていた場所なんですよね。だから局長とも話した

んですけどこれ以上の是正を強いてもしょうがないんじゃないかなと、判断してまいりま

した。以上です。 

 

（事務局） 

 補足説明の方させていただきます。先ほど、●●●●のご説明の通り、この案件につき

ましては１月に上がってきた件でございまして、２月にも継続という形で上がっていたん

ですけれども、是正が間に合わないということで３月に取り下げがされた案件でございま

す。現地のほうの是正につきましては、●●●●、●●●●、●●●●、立会いのもとで

すね、代理人と２月の中旬だったと思うんですけれども、山になっていた残土を敷きなら

ししてしまったということで、それはまずいだろうということになりまして、山になった

ものを敷きならしたものは、撤去するようにということで是正指導を行いました。現地の

方なんですけれども、その後１回取り除いたと言ったんですけれども、それでも甘かった

ので、もう一度もうちょっとちゃんとやりなさいということで是正指導の方しました。５

月の上旬に私が見に行ったんですけれど、一応指摘したところの部分については是正のほ

うがなされたという風に理解してございます。あとは本日、●●●●が見ての通りの状態

ということですので、是正については、これ以上の是正は厳しいのかなという風に考えて

おります。以上でございます。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。議案第２号の番号２につきましては、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。 

 

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。よろしくお願いいたします。 

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は挙手をお願いい申し上

げます。 

 

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２号の番号２については承認するこ

とにいたします。 

次に、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を申しあげます。 

 

（事務局） 

 １０ページのですね、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」ということで、まず１番なんですけれども、こちらの方が審議しないという形に

なりました。理由につきましては、先ほどの案件と同様にですね、現地の申請地につきま

して、現在廃車した車がとまってございまして、その車の下がコンクリートを打って使っ

ている状態ということで、是正指導の対象になりました。こちらの●●●●という方が渡

し人なんですけども、この方はその隣の土地についても農地がいくつかございまして、こ

の農地につきましても違反状態であるということが、５月２０日に私も見に行って現地確

認して、判明いたしましたので、そちらの是正を代理人の方に求めました。その結果、代

理人の方から是正は今回までには間に合わないということの回答を得ましたので、今回は

審議しないという形をとらせていただきたいと思います。 

 

― 議案第３号朗読 ― 

 

（議 長） 

それでは、ただいま●●●●の方から説明があった通り、１番につきましては審議なし

ということにいたします。続きまして、２番と３番につきまして、担当委員さんの方から

説明の方よろしくお願いい申し上げます。 

 

（委 員） 

 議案第３号番号２と３というお話だったんですけれども、２から７につきまして隣接す

る一団の農地でですね、同一施設同一理由での申請でございますので、まとめて説明させ

ていただいてよろしいでしょうか。 

 

（議 長） 

 はい、よろしくお願いします。 

 

（委 員） 

 まず場所でございますけれども、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ります椿山橋を渡りまして左折し、約２００ｍ進んだところ

を右折しまして、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

りまして、角に日本通運の倉庫がございます。そこを右折し約３００ｍ進んだところを左
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折して、約４０ｍ行った突き当りの南側が案件の申請地、番号２から６となりまして、ま

た番号７につきましては、今のところから約１００ｍ北側になりますが、位置的には全体

的に黒浜運動公園の南側で、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

いた地域でありますけれども、深い田んぼであったため、機械化になってから耕作ができ

ずに埋め立てて、田畑転換を行った地域でありますが、現在はほとんどが自己保全管理と

なっています。今回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、埋め立て後は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が大変になってきた方や、相続でいただいたものの管理

も困難でままならないという方、共にどうしようかと思っていたところ、太陽光発電施設

敷地として使う土地を探していた不動産屋の仲介によりまして、交渉の結果、今回の売買

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

すけれども、昨年の５月、６月、そして３１年の１月に今回の場所付近で、同じような案

件がございまして、承認をいただきまして、今回の番号６の北側の隣接地には既に太陽光

発電施設が設置されております。申請地は季節がら少し草が生えているところや、田畑転

換したときの小石等が少しありましたが、今日再度確認してきましたところ、草が生えて

いたところにつきましては、きれいに草刈りがされておりました。譲受人とはコンタクト

がとれておりませんけれども、資金計画等見ますと事業実施の確実性もあると思われます。

また申請地付近は、自己保全管理で草刈りだけをしているような農地や既に太陽光発電施

設が設置されておりまして、今回新たに太陽光発電施設が設置されましても、周辺地域の

営農には支障がないものと思われます。許可要件を満たしてる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まして、ご審議のほど、よろしくお願い申しあげます。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。それでは事務局のほうから補足説明の方、よろしくお願いい

たします。 

 

（事務局） 

 それでは、番号２から７につきまして、補足説明をさせいただきたいと思います。番号

２と３につきましては、譲受人が●●●●という方で、申請の理由といたしましては申請

人はさいたま市に居住する会社員であり、太陽光発電による電力の売電により老後の生活

や家計の助けになると考えて、太陽光発電事業を行うものであります。申請地の選定にあ

たりましては、周辺農地への影響が少ないこと、日照条件がいい土地であること等を条件

とし土地を探していたところ、今回の土地の所有者に交渉して、当該地を譲り受けること

が出来たので、今回の申請に及んだものでございます。資金計画につきましては、番号２、

番号３とも、自己資金で対応するということで、金融機関の預貯金の残高証明が添付して

ございまして、その確認はしております。用排水なんですけれども、本計画につきまして

は、汚水・雑排水は発生しません。雨水は宅地内浸透処理ということでございます。その
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他といたしまして、都市計画法第２９条の規定に基づく許可申請は不要でございます。５

月２０日に現地を、私の方で確認しましたが、農地法の違反及び事前着工等はございませ

んでした。以上が２番３番についての補足説明でございます。それから番号４から番号７

まででございます。譲受人の方が●●●●です。申請人は●●●●に本社を置く、発電事

業ならびにその管理および運営を主とする法人でございます。申請地の選定にあたっては

太陽光発電による電力の売電事業を行うため、周辺農地への影響が少ないこと、日照条件

がいい土地であること等を条件とし土地を探した結果ですね、今回の土地の所有者に交渉

したところ、当該地を譲り受けることが出来たので、今回の申請に及んだものでございま

す。それぞれの土地なんですけれども、自己資金とローン会社の融資で対応するというこ

とでございます。金融機関の預貯金の残高証明、それからローンの申請は通っているとい

うことでの書類があがってございます。用排水でございますけれども、当該区域に汚水・

雑排水は発生いたしません。雨水は宅地内浸透処理ということでございます。その他とい

たしまして、都市計画法第２９条の規定に基づく許可、開発許可ですね、の申請は不要で

ございます。現地を５月２０日、私の方で確認したところ、違反の転用、事前着工等はご

ざいませんでした。以上でございます。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。それでは、２番３番、それから４番から７番、２回に

わたりまして、２番３番が●●●●でございます。４番から７番が●●●●●でございま

すので、２回に分けて皆様方のご意見を伺いたいと思います。ただいま、２番３番につき

まして、担当委員さんの方からの説明、また事務局からの補足説明の通りでございます。

ただいまの説明の内容について、ご意見ご質問等ございますでしょうか。 

 

（委 員） 

 ●●●●の方で説明いただいてですね、非常に的確な説明でした。●●●●の時の説明

の時にありましたけれど、既に太陽光設置されていますよね、場所的には影響ないんです

けれど、●●でいうと●●●●、●●●●くらいかなと思う。 

 

（委 員） 

 はい、●●●●です。 

 

（委 員） 

 それで、今回申請の太陽光発電施設の設置使用者は既に設置してる方と同じ方ですか。

まったく別の方ですか。 

 

（委 員） 

 前の方とは別です。今回は●●●●と●●●●。前回、前々回の方とは違います。 
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（委 員） 

 代理人の方が同じなんですか。 

 

（事務局） 

 代理人は一緒です。 

 

（委 員） 

 わかりました。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。他には何かございますでしょうか。 

 

（委 員） 

 現行、農地にですね、太陽光発電ということで、出歩いても蓮田地区以外にも結構ある

んですけど、売電というのはどうなんでしょうかね。いくらくらいになってるんですかね。

金額は聞かなかったですか。当初は確か●●●くらいだったんですよね。売電がね。現在

はおそらく、●●●より安くなってるかもしれないし、採算が合うんでやってるんでしょ

うけど。じゃあ、金額はわからずということで。こういう傾向っていうのは続くんですか

ね。 

 

（事務局） 

 参考までに、申請書に添付されている向う２０年間のシミュレーションていうのがある

んですけれども、それを見ると●●●ぐらい。 

 

（委 員） 

 それは面積で。 

 

（事務局） 

 面積でいうと８０３㎡。１反。当然設置するパネルの質にもよると思いますが。番号３

の●●●●番の８０３㎡。そちらのシミュレーションとしては●●●●くらい。ただそれ

がずっと同じではなく、２０年目になると●●●くらいになってしまう。おそらく、経年

劣化というかそういう形で機材が劣化して、発電力が弱ってくる。シミュレーションには

そう書いてあります。 

 

（委 員） 

 土地を購入して、設置費用もかかって、その他売電ですからね。多少の利益はあるんで

しょうね。 
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（事務局） 

 これで見ると●●●●はかかって、２０年めになるとトータルでプラスにはなるんです

けれど、最初の１０年目くらいまではマイナス。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございます。他には何かご質問ございますでしょうか。 

 

（委 員） 

 ５条の許可が認められて、地目変わりますよね。普通、太陽光発電施設を設けた場合の

地目は、雑種地になるんでしょうか。農業委員会が直接関係してくるんじゃなくて、法務

局の方なんでしょうけど、一般的には登記地目ってどのように変わるんですか。 

 

（事務局） 

 当然、登記するのはこれから申請者の判断なんですけど、雑種地です。ただこれとは別

に、営農型発電ていうのもあるんですよ。これじゃないです。農地のままなんで農転にも

上がってこないんです。そういう方式もあるみたいです。まだ蓮田ではそういった営農型

発電のものってのはないです。 

 

（議 長） 

 それでは、２番３番につきましては、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３号の番号２、番号３について承認をすることに賛成の方挙手をお願いいた

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号の番号２、番号３については承

認をいたします。 

続きまして、番号４から番号７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） 

 それでは質問がないようでございますので、番号４から番号７につきまして承認するこ

とに賛成の方挙手をお願い申し上げます。 

 

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３号の番号４、５、６、７につきま

して承認をいたします。 

 続きまして、議案第３号の８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

申し上げます。 

 

（委 員） 

 議案第３号の番号８「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」とい

うことです。所在地は馬込十二番の●●●●から全部で●●。地目は全部田んぼです。５

月２４日、２５日に現地確認ならびに譲渡人、譲受人と話を聞いてきました。まずこの申

請場所は、蓮田駅から南に直線で約１，５００ｍに位置しまして、この周辺には●●●●、

また元の●●●●、●●●●などの病院があります。現地は蓮田駅の東口の駅前広場から

向かいますと、中央公民館を通過し、最初の十字路、旧菖蒲街道踏切からくる市道を左折

しまして、南小学校のＴ字路を右折、そして市道にぶつかりましてすぐに県道東門前・蓮

田線の信号のある場所を右折しまして、この交差点から約１キロ進んだ場所です。●●●

●の前の田んぼ、この●●が今回の申請地になります。この申請地は平成３０年２月２５

日の総会で農業振興地域からの除外が審議された案件でございます。その審議の中で、周

囲には病院の施設が多くあり、資材置場では病院等に騒音がまき散らす恐れがあることか

ら、病院側の同意が必要と審議されたところです。今回の申請にあたりまして、●●●●、

●●●●、●●●●の方で口頭で説明しまして、２件の病院から口頭での了解をいただい

たと聞いております。また、現地につきましては、２件●●については現在稲が植えてあ

り、１件●●については稲作の準備中で全員の方耕作していることを確認しております。

また、譲渡人３名から売買についてお話を聞いたところ、了解しているということも確認

できました。以上です。何かありましたら、事務局からお願いいたします。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。 

 

（事務局） 

 それでは議案番号３の番号８について補足いたします。こちらの案件につきましては、

先ほど担当委員さんの方から説明いただいた通りでございまして、農振農地区からの除外

の告示が平成３１年２月１２日に、除外の告示がされております。申請地の概要ですけれ

ども、こちらの農地につきましては、農用地区域内にある農地以外の農地であって、甲種

農地、第１種農地及び第３種農地のいずれの要件にも該当しない第２種農地でございます。

申請の目的でございますけれども、資材置場および駐車場ということでございます。申請

理由といたしましては、譲受人は市内及び埼玉県内の公共事業を中心とした土木建設業を

営んでいますが、既存の資材置場は借地で白岡市岡泉にあります。本社から遠く、より管

理し易い市内に移転先を検討していまして、道幅の広い県道東門前・蓮田線に面していて
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国道１６号線にも近く利便性のある場所でして、資材置場及び駐車場に適した土地だとい

うことで、この土地を選んだということでございます。資金計画、造成費なんですけれど

も、●●●●、全額自己資金で対応するということでございます。金融機関の預貯金残高

の確認はしております。用排水路につきましては、当該地に汚水・雑排水は発生いたしま

せん。雨水は宅地内浸透処理とします。それから、その他といたしまして、都市計画法第

２９条の規定に基づく許可・開発等の申請につきましては、申請不要案件です。５月２０

日に現地で確認いたしましたところ、農地法の違反及び事前着工等はございません。以上

でございます。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。ただいまの議案第３号の番号８につきましては、担当

委員、また事務局方からの補足説明があった通りでございます。ただいまの説明の内容に

つきまして、ご意見ご質問等ございますでしょうか。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３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

いたします。 

 

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号の番号８については承認するこ

とにいたします。 

 続きまして、１３ページになります、議案第４号「農地法第５条の規定による許可後の

計画変更申請の許可について」でございます。事務局の朗読をお願いを申しあげます。 

 

（事務局） ― 議案第４号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

 ありがとうございます。事務局の方から説明の方よろしくお願いを申しあげます。 

 

（事務局） 

 お手元にカラー刷りのＡ３の用紙があると思うんですけれども、上が当初計画で下が変

更計画ということで、縮尺がずれていますが、形としては似たような形にはなってござい

ます。今回は許可後の変更ということなんですけれども、建て主は●●●●で変わってご

ざいません。申請の土地につきましては、去年の１１月の総会の案件で許可した案件なん

ですけれども、面積用地、開発面積等も変わってございません。変更になったところを申

し上げますと、貸し物流倉庫の建物の仕様の変更ということで、当初の面積が８，９５０．

６８㎡、から変更がですね７，７２５．３９㎡、階層がですね、３階建てから２階建てに

変更になります。変更の理由なんですけれども、当初の計画では加工食品、飲料、日用雑
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貨、衣料品、服装雑貨等のテナントを対象とした２社の入居を想定しておりましたけれど

も、募集をかけたところ、集まらなかったということでございます。それで手を挙げたの

が、冷凍食品を扱う冷凍倉庫の申し込みが１件ございまして、そちらのテナントに合わせ

て、建物仕様を変更するに至った次第でございます。資金計画の方も、当初の計画では建

設費等が●●●だったんですけれども、冷凍倉庫ということになりますので、かなり仕様

が変わるとういことでございまして、建設費の方が●●●。●●●、増えてございます。

全額、自己資金で対応するということで、金融機関の預貯金残高の方は確認してございま

す。その他といたしまして、都市計画法第２９条の規定に基づく許可(開発行為)の申請は

現在変更申請中で、開発からは見込みがあるということで回答を得ております。以上でご

ざいます。 

 

（議 長） 

 はい、ありがとうございました。ただいまの議案第４号の１番につきましては、事務局

方からの説明の通りでございます。何かご意見ご質問等ございますか。 

 

（事務局） 

 入居する会社がですね、●●●●っていう会社です。 

 

（議 長） 

 それでは、ただいまの議案第４号の１番につきまして、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

願い申し上げます。 

 

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につきましても承認をい

たします。 

続きまして、議案第５号「生産緑地法第１７条の２の規定に基づく生産緑地の買取申出

に係るあっせんについて」でございます。事務局の朗読をよろしくお願いを申しあげます。 

 

― 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号の説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 
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 場所が堂山公園の隣になります、今年の第３回総会で生産緑地に係る買い取りの申出の

ための証明を出した、●●●●の件でございます。こちらが市に買い取りをしてほしいと

お申し出がありまして、市のほうで検討してまいりましたが、市では買い取りをしないと

いう結論に至りましたため、こちらの農業委員会の総会にかけさせていただきまして、１

ヶ月間あっせんしていただきまして、どなたかいらっしゃいましたら、ご協力のほどよろ

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。ただいま、議案第５号の１については、事務局の説明

の通りでございます。ただいまの説明の内容につきまして、ご意見ご質問等ございますで

しょうか。 

 

（事務局） 

今回、図面を添付していませんが、必要があればお渡ししますので、買い取りを希望さ

れる方いらっしゃいましたら、農業委員会の窓口に来ていただければお渡ししますので。 

 

（議 長） 

 それでは、議案第５号の番号１につきましては、農業委員の皆さん方に積極的にあっせ

んの方、よろしくお願いいたします。次回の時までにありましたら、よろしくお願い申し

上げます。 

 それでは、暫時休憩といたします。よろしくお願いします。 

 

― 休 憩 ― 

 

（議 長） 

 それでは、休憩前に続きまして、会議を再開させていただきます。次に、報告事項に入

ります。報告１から報告２について事務局より、朗読の方よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） ― 報告１～２朗読 ― 

  

（議 長） 

 ただいま報告いたしました、報告１から報告２につきまして、質問がありましたら挙手

をお願いいたします。 

なし 

 

（議長） 

特に質問がないようでございますので、報告事項を終わらせていただきます。以上で、

本日の議案の審議および報告事項はすべて終了をいたしました。その他の件につきまして、



22 

 

委員の皆様からご発言があれば挙手をお願いしたいと思います。よろしいですか。 

  

はい。 

 

（議長） 

それでは委員の皆様方には、慎重なる審査、審議等ご協力いただきまして、誠にありが

とうざいました。 

 

 


