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開会 午前１０時００分

──────────────────────────────────────────

◎開会

◎開議

○事務局長（深野） 委員の皆様、おはようございます。

ただいまから第１回和光市農業委員会総会を開催させていただきます。

本日、北嶋委員から欠席の連絡がありました。

──────────────────────────────────────────

◎議題

①臨時議長の選出について

○事務局長（深野） まず議長でございますが、和光市農業委員会会議規則第４条によりまし

て、会長が会議の議長となり議事を整理するとなっております。

今、会長がまだ決定していませんので、そこで事務局提案でございますが、臨時議長につ

きましては、田中委員を臨時議長に提案したいと思います。これに異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○事務局長（深野） 異議がありませんので、田中委員を臨時議長に選出いたします。

それでは田中委員、議長席へお願いいたします。

○田中臨時議長 改めまして、皆さんおはようございます。

ただいまご指名をいただきました田中でございます。会長が決定するまでの間、しばし議

長を務めさせていただきます。

なお、着座にての進行をお許しいただきたいと思います。失礼をいたします。

議事の進行につきましては、皆様方のご協力をよろしくお願い申上げたいと思います。

本日の出席者は11人中10名、定数に達しておりますので、和光市農業委員会会議規則第６

条により総会は成立していることをご報告申上げます。

──────────────────────────────────────────

②和光市農業委員会会長互選について

③和光市農業委員会会長代理互選について

○田中臨時議長 それでは、議題２、和光市農業委員会会長互選につきまして及び議題３、和

光市農業委員会会長代理互選につきましてを議題にしたいと思います。一括としての議題と

いたしますが、これに異議はございませんでしょうか。
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（「異議なし」の声あり）

○田中臨時議長 異議なしの声でございますので、議題２、和光市農業委員会会長互選につい

て、議題３、和光市農業委員会会長代理の互選についてを一括して議題といたしたいと存じ

ます。

会長は、農業委員会等に関する法律第５条第２項により、会長代理は、同法の第５条第５

項及び和光市農業委員会会議規則第16条により、互選することとされておりますが、互選の

方法につきまして事務局のご説明をまずお願いいたします。

○事務局（渡辺） それでは、互選の方法につきましてご説明させていただきます。

ただいま田中臨時議長からご説明がございましたが、農業委員会の会長は、委員が互選し

た者を充てるという規定がございます。また、農業委員会の会長の代理につきましては、委

員が互選した者がその職務を代理するという規定がございます。この規定に基づきまして、

委員の皆様に互選をお願いするものになります。

この互選の方法につきましては、立候補、推薦による方法または選挙による方法等が考え

られますが、もし委員の皆様の中から推薦等がございましたら、この推薦の方法により会長

及び会長代理を互選していただければと存じます。

以上となります。

○田中臨時議長 ありがとうございました。

ただいま事務局から事細かな説明があったと存じます。

それでは、選挙というのは別といたしまして、立候補及び推薦という方法がございます。

どなたか立候補する方、また、推薦をしてくださる方、おりましたらお願いをしたいと思い

ます。いかがでございましょう。

（発言する者なし）

○田中臨時議長 それでは、議長権限ということでご説明をさせていただいてよろしゅうござ

いますか。

それでは、立候補及び推薦が無いようですので、私から推薦をさせていただきます。

会長には石田秀樹委員、会長代理には冨岡正浩委員を推薦いたします。

石田委員は、過去２期６年間にわたり農業委員を務めております。また、前回からは会長

代理として和光市農業委員会を支えていただきました。引続き和光市の都市農業の発展のた

め、これまでの実績を生かしていただき、人格的にも組織のリーダーとして優れております

ので、石田委員を会長に推したいと存じます。
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また、会長代理には、６年ぶり、２回目の農業委員の復帰ということで、農業委員会の業

務に深い見識を持っておられます冨岡正浩委員を推薦いたしたいと思います。

私からは、石田会長と冨岡代理を推薦いたしますけれども、他に推薦の方はいらっしゃい

ますか。

（発言する者なし）

○田中臨時議長 よろしいですか。

それでは、推薦をさせていただきました、会長に石田秀樹委員、会長代理に冨岡正浩委員

と決定することに異議はございませんでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○田中臨時議長 異議なしということなので、決定いたしました。

それでは、会長が決まりましたので、この後の議事につきましては新会長にお願いし、臨

時議長の座を降ろさせていただきます。ご協力ありがとうございました。

○事務局長（深野） 田中委員、どうもありがとうございました。

それでは、新しくなりました石田会長から就任のご挨拶をお願いいたします。

○石田会長 皆さん、こんにちは。改めまして一言ご挨拶をさせていただきます。

委員の皆様、ご推薦をいただきまして、農業委員会長という大役を仰せつかり、今、その

責任の重さを改めて感じているところでございます。皆様方のご推挙により会長を引き受け

たからには、責務を果たすべく鋭意努力していきたいと思います。

ご存じのとおり農業委員会は、農業者の代表の組織として市行政委員として位置づけられ、

その業務を全うしなければならないわけでございます。特に今回、新制度になって初めての

改選で、農業委員会委員の活動が強化されているところでございます。農地法に基づき農地

の権利移動許可を行う法定業務と合わせまして、農地の最適化の推進につきまして、遊休農

地の発生防止、抑制、認定農業者の担い手への農地の利用集積に、特に力を入れていかなけ

ればいけないと思っております。一方で、地域農業振興を推進するため、各種施策任意業務

もありまして、皆様とともに努めていきたいと思いますので、これからの３年間、皆様のご

協力をどうぞよろしくお願いします。

また、先ほど市長からもお話がありましたが、現在、和光市の農地は104ヘクタール、農

業委員会を設置する面積の200ヘクタールを下回っております。農業委員会を設置しなくて

いいという市町村になってしまいましたが、和光市におきましては、都市化の進展に伴う農

地の減少、農業者の高齢化、後継者不足が進んでいます。農業を取り巻く環境は、決して楽
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観視できるものではありません。このような非常に重要な時期であるからこそ、我々農業委

員会が担う役割や責務は重大なものと考えております。今回の任期におきまして、和光市農

業の発展のため、皆様方の一方ならぬご尽力とご支援を心よりお願いします。

まとまりませんが、私からのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いしま

す。

○事務局長（深野） どうもありがとうございました。

続きまして、冨岡会長代理から挨拶をお願いいたします。

○冨岡職務代理 会長代理に任命されました冨岡と申します。微力ではございますが、会長の

補佐、そして皆様にご協力、ご指導いただきまして３年間務めさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

○事務局長（深野） どうもありがとうございました。

それではこれから、議題４からは、新しくなりました会長に議事進行をお願いいたします。

○石田議長 それでは、事業を進めさせていただきます。着座のままで失礼します。

それでは、皆様のご協力をいただきながら議事をスムーズに進めていきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。

──────────────────────────────────────────

④和光市農業委員会総会議席決定について

○石田議長 それでは、議題４、和光市農業委員会総会議席決定について、事務局より説明を

よろしくお願いします。

事務局、お願いします。

○事務局（渡辺） それでは、議題４の和光市農業委員会総会議席の決定についてご説明させ

ていただきます。

和光市農業委員会会議規則第７条におきまして、議席の決定はくじで決めると定められて

おります。議席番号につきましては、１番から11番となります。通常、会長の議席を１番に

させていただき、議席の位置につきましては、先ほど石田会長がお座りになっていた席につ

きましてが２番として、以降、３番、４番、５番、６番と続きまして、反対側に移りまして、

今、新坂委員が座っている位置が７番になり、８、９、10、11という順番にさせていただき

たく存じます。

なお、本日、北嶋委員が欠席となっておりますので、北嶋委員のくじにつきましては、最

後に残りました１本を充てさせていただくことで対応させていただければと存じますので、
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よろしくお願いいたします。

（各委員、くじを引く）

○石田議長 くじ引きにより議席が決定しましたので、事務局から発表します。

○事務局（渡辺） それでは、ただいま決定しました議席を発表させていただきます。

１番、石田秀樹会長、２番、冨澤登委員、３番、田中明委員、４番、新坂篤司委員、５番、

大熊勲委員、６番、山﨑とよ子委員、７番、北嶋美栄子委員、８番、加藤政利委員、９番、

山﨑孝明委員、10番、鳥井俊之委員、11番が冨岡正浩会長代理となります。

それでは、ご案内いたしますので、ご移動をお願いいたします。

○石田議長 よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

──────────────────────────────────────────

⑤和光市農業委員会委員の担当区域について

○石田議長 では続きまして、議題５、和光市農業委員会委員の担当区域について議題といた

します。

事務局、説明をよろしくお願いします。

事務局。

○事務局（青木） それでは、和光市農業委員会委員の担当地区についてご説明させていただ

きます。

農業委員会の担当地区につきましては、農業委員会等に関する法律第17条第６項に、農地

利用最適化推進委員を委嘱しない農業委員会は、各委員が担当する区域を定めなければなら

ないと規定されております。和光市は農地利用最適化推進委員を委嘱していないため、こち

らの担当地区をあらかじめ定めるものでございます。

本日、別紙の資料でお配りしてございます、和光市農業委員会委員担当地区表の案となっ

ておりますこちらをご覧ください。

委員の皆様が11名でございます。各集落支部等から８名の方がご推薦をいただいておりま

す。その８地区に分けまして編成させていただいております。この担当地区は、農地利用最

適化推進委員を置かないことに対しまして、農業委員がその役割を行うものでございます。

各農業委員の担当地区を同表に定めさせていただきたく存じます。

先にご説明させていただきますと、担当地区につきましては、農地法第３条許可申請や、

生産緑地に係る主たる従事者の証明願ですとか、相続税の納税猶予に関する適格者証明、農
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用地利用集積計画の決定や議案以外の農家証明等の交付申出がなされた際に、事務局ととも

に現地を確認していただくなど、その担当地区における業務を担っていただく形となりま

す。

なお、８月から実施します農地利用状況調査の担当とは別になりまして、通常の委員会業

務におきまして、各担当地域で活動していただくものとなります。

○石田議長 ありがとうございます。

ただいま事務局から説明がありましたが、農業委員の地区担当ということで、ご質問等あ

りますでしょうか。また、分からないことがあったらぜひ聞いてください。

事務局。

○事務局（青木） 事務局から補足説明をさせていただきます。

和光市農業委員会委員担当区域表（案）の表ですけれども、こちらの中で重複している担

当区域がございます。例えば石田会長が西本村、東本村、富貴揚を担当していただきますが、

ここに同じく鳥井委員が西本村、東本村、富貴揚という形で、鳥井担当していただくような

形になりますけれども、こういったお二人が担当となっている地区につきましては、お二人

とも現場の調査にはお声がけしますけれども、もし都合が悪い場合はお一人で見ていただく

というような形になります。

現場の調査ですけれども、畑の位置でこちらの担当の区域の方に行っていただくというわ

けではなく、申請者の属する集落の担当委員に行っていただくという形になります。例えば

三協のＡさんが申請されたという場合に、下新倉六丁目の畑が申請された場合は、田中委員

にご同行をお願いするという、こういうような形で考えております。

以上です。よろしくお願いします。

○石田議長 事務局から説明がありました。

何か質問、疑問等ありますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 大丈夫でしょうか。まだ実際スタートしていないのでなかなか分からないかと思

いますが、担当地区ということなので、皆様には、その担当ということでよろしくお願いし

ます。

では、質問等無いようなので、ここでお諮りします。

本案につきまして異議ありませんでしょうか。

（「異議なし」の声あり）
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○石田議長 異議なしの声です。

本案を原案のとおり決することといたします。

では、「案」という字を消してください。

──────────────────────────────────────────

◎議事録署名委員の指名

○石田議長 では次、次第の４、議事録署名人の指名を議題といたします。

議事録署名人、２番、冨澤委員、３番、田中委員にお願いをいたします。よろしくお願い

します。

──────────────────────────────────────────

◎提出議案

議案第１号 農地法第３条許可申請承認について

○石田議長 続きまして、議案に入ります。

議案第１号 農地法第３条許可申請承認について上程いたします。

事務局より説明をよろしくお願いします。

（事務局朗読説明）

○石田議長 では、補足説明をお願いします。

○事務局（青木） それでは、議案第１号の補足説明をさせていただきます。

本案件は、農地法第３条の許可申請でありまして、農地を農地のまま耕作する目的で所有

権の移転や使用貸借、賃借権を設定する場合、農業委員会の許可が必要となります。農地法

３条は、市町村の農業委員会が許可権者となりますので、和光市農業委員会が許可をするも

のとなります。

今回の案件は、市内農業者のＢさんが譲受人であります。譲渡人のＣさんが所有する農地

の所有権を移転するという内容の申請になっております。

それでは、農地法第３条の許可基準をご説明いたします。

４つの基準がございまして、１つ目が全部効率利用要件で、申請者が所有している全ての

農地を耕作しているかどうかという点と、自宅から畑の距離が遠過ぎないかという点を判断

いたします。

２つ目が常時従事要件でありまして、一般的には、農作業の従事日数が150日以上となっ

ているかどうかという点と、取得者が、その世帯員が自ら農作業に従事するかどうかを判断

いたします。
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３つ目が下限面積要件でございまして、農地を取得後の経営面積が50アール、5,000平米

以上となっているかどうかという点です。50アール以上の農家に農地を取得してもらうこと

で生産性を上げていこうというものになります。

４つ目が地域との調和要件ということで、周辺の農地と同じような耕作、栽培を行ってい

るかどうかという点になります。こちらは、例えば無農薬や減農薬での付加価値が高い作物

の栽培が行われている地域で農薬使用を行うことは、周辺農地の営農条件に支障を来すので

許可ができないでしょうという判断になります。

以上の４点が全て満たされていることが条件となりますが、本案件で見ていきますと、ま

ず、譲受人が所有している全ての農地を効率的に利用しているかという要件ですが、７月10

日に田中委員とともに、Ｂさん及び世帯員の方が所有されている全ての農地を調査いたしま

したが、違反地、不耕作地はありませんでした。こちらにつきましては、後ほど写真をお回

ししますので、ご確認ください。

続いて、通作距離につきましては、ご自宅から申請地までは2.5キロに位置しておりまし

て、問題無いです。

次に、常時従事要件ですが、譲受人であるＢさんご自身は年間従事日数300日で、問題あ

りません。

次に、下限面積の要件ですが、譲受人は現在既に7,391平米を所有、耕作しておりますの

で、問題ございません。

最後に、地域との調和要件ですが、申請地は、譲受人が所有している農地にほど近く、取

得後はキャベツ、ブロッコリー栽培をする予定にしており、周辺農地の効率的、総合的な利

用に支障を生じさせるような問題は特に起こらないと思われます。

それでは、所有している農地の写真をお回ししますので、全て耕作されている状況が分か

りますので、全部耕作要件や農業技術について問題無いことをご確認ください。

これらの点を踏まえまして、全て３条の許可要件を満たしているものと考えます。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。

補足説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

農地法第３条につきましては、担当地区の農業委員に現地調査を行っていただくことにな

っております。今回、現地調査に行っていただきました田中委員、ご報告のほどよろしくお

願いします。
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○田中委員 ただいま事務局からの詳細な報告がありましたとおり、先般７月10日、事務局と

もども現地確認をしてまいりました。全ての土地が健全に耕作されており、また、本人自体

も農家経営に非常に熱心な方でございます。また、譲受地等も確認をさせていただきました

ところ、健全な農地であることを再確認いたしました。

以上でございます。

○石田議長 ありがとうございました。

それでは写真が回るまでお待ちください。

（写真回覧）

○石田議長 よろしいでしょうか。

では、質問、疑問等ありましたらよろしくお願いします。

（発言する者なし）

○石田議長 特に無いでしょうか。

特に無ければ、採決に移ります。

この議案について許可相当という方、賛成の方の挙手をお願いします。

（賛成者挙手）

○石田議長 全員賛成ということで、この議案は許可相当ということで承認されました。

──────────────────────────────────────────

議案第２－１号 農地法第４条許可申請承認について

○石田議長 続きまして、第２－１号の審議をお願いします。農地法第４条許可申請について

上程いたします。

事務局、説明をお願いします。

（事務局朗読説明）

○石田議長 では、補足説明をお願いします。

○事務局（青木） それでは、議案第２－１号 農地法第４条許可申請承認について補足説明

させていただきます。

農地法第４条は、市街化調整区域内の農地を自己所有のまま自己資金で駐車場や宅地など

農地以外のものに転用する場合の許可申請になりまして、県知事の許可が必要になります。

実際の許可権者は県知事となりますが、まず、当該農地のある市町村の農業委員会において、

案件において審議をし、その審議による意見を参考に、県知事が許可、不許可を判断する形

になっております。
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それでは、本案件の申請に至る経緯でございますが、地権者であるＤさんが高齢化に伴い

規模縮小を考えていたところ、土木建設工事や水道工事を主たる業務とする株式会社Ｅが、

現在、和光市新倉四丁目で、面積が、538平米借りております資材置場兼駐車場が手狭とな

っており、かつ、返還を求められていることから、代替地を探しているという情報が申請者

に入りました。そこで、申請者が資材置場兼駐車場を造成した後、株式会社Ｅに一括貸しす

ることで賃貸借契約の合意に至り、農地転用の申請を行っております。

続きまして、土地利用計画図をご覧ください。議案書の次のページです。１枚目めくって

いただいて、案内図、公図の後、上に土地利用計画図、下に断面図という図面になります。

こちらですけれども、申請地が、東側を開口部としまして、幅９メートルの出入り口を設

けます。場内全体は、掘削後15センチの厚さで砕石を敷き、転圧して仕上げます。出入口付

近については、掘削後15センチの厚さで砕石を敷き、その上に12センチの厚さでコンクリー

ト舗装し、場内から道路に向かって傾斜をつけて仕上げます。北側隣地境界は、既設ブロッ

ク４段積みの上にネットフェンス１メートルを使用し、西側水路境界は、新設５段積みブロ

ックを設置、南側道路境界は、既設板柵土留めを使用し、西側道路境界も、開口部を除いて

既設板柵土留めを使用し、その敷地側に軽量鋼板３メートルを設置して周囲を囲みます。道

路及び水路境界については、道路安全課と協議済みであり、特段の措置は不要との回答を得

ております。附帯設備としまして、散水栓、水道管の引き込みを行います。そちらと防犯灯、

防犯カメラを設置します。また、ダンプ10台、キャブオーバー５台の計15台の車の駐車と、

資材として砂、砕石、廃材、パイプ各種、足場材等を保管する予定となっております。

続きまして、農地法第４条の許可基準について説明いたします。

まず、申請目的実現の確実性について確認いたします。こちらは、ほかの法令の条件をク

リアしているかという点と、農地転用計画に係る資金の調達ができているかという点になり

ます。今回、建物を建てるということが無いので、都市計画法や建築基準法などの他法令と

の調整は必要ございません。また、計画に係る資金調達については、工事見積書とその額を

上回る残高証明書を提出していただいておりますので、問題ありません。

２つ目が、計画面積の妥当性になります。こちらは、農地の保護と確保のため、転用面積

が必要最小限かどうかということを見ていただきます。土地利用計画図に示された配置は、

無駄になるスペースはなく、必要最小限という妥当な面積と判断できます。

続いて、周辺農地生産条件への影響ですが、こちらは隣地農地がなく、影響は無い見込み

となっております。
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次に、計画から派生する被害防除について見ていただきます。こちらは、転用により土砂

の流出や堆積、崩壊、日照、通風などの耕作に影響を与えない措置があるかということにな

りますけれども、敷地境界にはブロックを積む計画でありまして、誓約書において計画どお

りの利用を確約しておりますので、問題無いことになります。

続きまして、隣地の農地所有者の同意になりますが、今回、隣接する農地はございません

ので、こちらはありません。

６つ目が、農地の区分になります。農地に関しましては、その周辺の市街化の程度や立地

状況、周辺環境のまとまりや規模によって分類されておりまして、当該地は、農地法施行規

則第46条の宅地化の状況から見て、第３種農地の割合における住宅等または公共施設等が連

担している程度に達する区域に該当することが見込まれ、市街地からおおむね500メートル

以内で、その規模がおおむね10ヘクタール未満、農地が集まる面積が10ヘクタール未満とい

う状況でありまして、転用可能な第２種農地と判断することが可能となっております。

説明は以上となります。よろしくお願いします。

○石田議長 ただいま事務局より補足説明がありましたが、皆様、何かご質問等、疑問ありま

すでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいでしょうか。

なければ、和光市は、農業委員会等に関する法律第35条第１項の規定に基づいて、参考人

を呼んで、申請までの経緯や工事の概要、隣地及び周辺環境への配慮等を説明していただい

ています。参考人の説明に対して疑問やご意見がございましたら、委員の皆様、忌憚なく聞

いていただきたいと思います。

では、参考人に入ってもらってよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、お願いします。

（参考人入室）

○石田議長 ご紹介します。申請者、Ｄさんの代理人といたしまして、有限会社ＦのＧさんに

来ていただきました。

Ｇさん、本日はどうもお忙しいところご苦労さまです。

当委員会では、転用の案件が出ますと、関係者の方に来ていただき説明をしていただき、

その後の質問に答えていただくということになっております。
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なお、和光市農業委員会規則第８条第２項の規定によりまして、発言は挙手により議長の

許可を受けてから行ってください。

それではＧさん、まず申請に至る経緯等の説明をよろしくお願いします。

○参考人（Ｇ） では、理由をご説明させていただきます。

今回、案件で出させていただきましたのは、和光市下新倉三丁目に住んでいらっしゃるＤ

さんからご依頼がございまして、現在農業を営んでおりますが、平成27年に父親が亡くなり

ましたので、父と母で以前は耕作していましたけれども、現在は私が耕作しておりますと、

父が亡くなってからは、母が今現在、施設に入院されていますので、私も高齢化に伴い農作

業がきつくなっており、作業をするのがとてもつらくなっておりますと。そこでこのたび、

株式会社Ｅから、資材置場、事業用車両などを置くところが無いかというようなご希望もご

ざいましたので、当該地を借りたいという申し入れがあり、ちょうどよい機会でありますの

で、土地を貸し、賃料の一部を生活に充てたいと考えておりますと。つきましては、私が、

資材置場、事業用車両など必要なものをここに置かせていただくと。そして造成と整備につ

いては、Ｄ様が造成工事を行っていただくということで、賃貸契約をお願いしますというこ

とで、今回、このたび申請させてもらうということに相なりました。よろしくお願いいたし

ます。

○石田議長 ありがとうございます。

では、質問を受けます。

なお、質問の回答は、私が指名した後、参考人から回答をお願いします。

質問のある方、挙手をよろしくお願いします。

何かありますか。

田中委員。

○田中委員 ２点お聞きし、それとご要望という形でお願いをしたいと思います。

まず１点、図面の右上に８平米のコンテナボックスが、設置される予定ですけれども、こ

のコンテナボックス、いろいろなものが入るんだろうけれども、１つのただのボックスでし

ょうか。

○参考人（Ｇ） そうですね、こういう箱型になっております。

○田中委員 それともう一点、南側に道路側があります。これ、十字路のところの水路があっ

て、各資材が道路側にいって、そこに屋根はつけない形で土留め、これ、現状もたしか60セ

ンチぐらいの土留めが設定されています。それを利用する形で、そこに資材等を置くと思い
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ますが、道路側に若干高く、３メートルのこれ鋼板をやるわけですよね、板柵の内側に。そ

このところをこの資材が万が一、パイプか何かで、交通上の関係もあるので。崩れないよう

な処置をぜひお願いしたい。その辺は要望ということで、私も正直あそこをよく通るので、

運転していて怖いものです。資材があったりするときに万が一、荷崩れではないけれども、

道路側に、高いところには落ちませんから、低いほうに物は落ちるので、そういうパイプ、

各種足場等というと、どうしても重ねていくと思うんです。その辺の養生ではないけれども、

万全を期していただくような工事施工、借主さんのほうかもしれませんけれども、貸主さん

をあわせた中でその辺の配慮をお願いしたいというふうに考えますけれども、よろしくお願

いしたいと思います。

○石田議長 では、Ｇさん。

○参考人（Ｇ） コンテナボックスに関しては、箱型で、そこから外に出ないような形で、利

用に必要ないろんな部品だとか道具などをそこに入れさせていただくということだそうです。

１点目がね。

２点目が、今お話しいただいたように、荷崩れなどを起こすような心配は無いかというよ

うな、今、ご質問だったと思うんですが、それに関しては、道路に出ることの無いように強

固なもので囲って対応させていただきたいと思います。

○石田議長 ありがとうございます。

ほかに質問はあるでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、私から１点よろしいでしょうか。

鋼板で角を回して道路に沿って設置されますが、見通しが悪くならないように、角のとこ

ろはメッシュとかそういうものにするんでしょうか。

○参考人（Ｇ） 今、議長さんからお話しいただいた件ですけれども、メッシュで、軽量合板

ですけれども、まるっきり見えないと、ここは交差点になるので、非常に事故が起きるんで

はないかというご心配だと思いますが、メッシュで、見えるような形で、角は数メートル、

それから、ところどころにそれを道路側につけさせていただこうと思っております。そのよ

うな打ち合わせになっております。

○石田議長 ありがとうございます。

その他何か質問ありますか。

鳥井委員。
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○鳥井委員 今、その交差点のところはメッシュにするというお話だったんですが、そこの部

分は、何か砕石をしてということですけれども、重量ブロックとのその段差ですね、砕石と

そのブロックとの段差はどのぐらいつくんでしょうか。道路だったり、隣、畑は耕作されて

いないということですが、道路であったり水路であったりしますので、そちらに砕石が落ち

るようなことはないでしょうか。

それがまず１点と、あとは水道管の引き込みというのがありますが、水道の利用の目的、

何に利用するのかということと、排水についてはどのようにお考えかお聞きしたいと思いま

す。

○石田議長 Ｇさん。

○参考人（Ｇ） 今現在、委員の方たちがご覧になったと思うんですが、あれはあのまま残し

たいなと思っております。その内側に３段ぐらいブロックを積もうかなと考えてはあるんで

すが、あれはあのまま残そうと思っています。だから多分、外から見てもブロックは見えな

いと思うんですが。

○石田議長 鳥井委員。

○鳥井委員 中の砕石のほうが低いということですか。

○石田議長 Ｇさん。

○参考人（Ｇ） はい。崩れないようにですね。外から恐らく見えないと思うんですけれども。

それと水道引き込みは、どうしてもこの夏の暑い時期だとか、仕事から帰ってきたときに

皆さんが手を洗ったり顔を洗ったり、タオルをちょっとゆすいだりする程度なので、じゃー

じゃー使うわけではございませんので、排水は、バケツかなんか１つ置いた形で使わせても

らおうと思っています。

○石田議長 鳥井委員。

○鳥井委員 洗車だったり、タイヤの洗浄には使わないということでしょうか。

○石田議長 Ｇさん。

○参考人（Ｇ） 車を洗ったり、そういうことは無いです。

○石田議長 よろしいでしょうか。

その他質問はあるでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいでしょうか。

なければ、参考人は退席をお願いします。どうもありがとうございました。また次の議案
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もありますが、一度退席をお願いします。

（参考人退室）

○石田議長 それでは、参考人が退席しました。

何かありますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 それでは、採決に移ります。

この議案について、許可相当ということに賛成の方の挙手をお願いします。

（賛成者挙手）

○石田議長 全員賛成。

では、この議案は承認されました。

──────────────────────────────────────────

議案第２－２号 農地法第４条許可申請承認について

○石田議長 続きまして、第２－２号の審議に移ります。農地法第４条許可申請承認について

上程いたします。

よろしくお願いします。

（事務局朗読説明）

○石田議長 補足説明をお願いします。

○事務局（青木） それでは、議案第２－２号 農地法第４条許可申請承認について補足説明

させていただきます。

先ほどと同じ農地法第４条でございまして、市街化調整区域内の農地を自己所有のまま自

己資金で駐車場や宅地など農地以外のものに転用する場合の許可申請になりまして、農業委

員会の意見を付して、県で許可されるものとなります。

まず、本案件の申請に至る経緯でございますが、地権者であるＤさんが高齢化に伴い規模

縮小を考えていたところ、中距離輸送を中心とした配送業を主たる業務とする株式会社Ｈが、

現在、和光市下新倉六丁目で借りている駐車場が返還を求められていることから、代替地を

探しているということを聞き及びました。そこで、申請者が駐車場を造成した後、株式会社

Ｈに一括貸しすることで賃貸借契約の合意に至り、農地転用の申請を行っております。

工事の概要を説明しますので、土地利用計画図のページをご覧ください。

申請地は、西側を開口部としまして、幅12メートルの出入り口を設けます。場内全体は、

掘削後、深さ40センチの厚さでセメント改良を行い、その上に20センチの厚さで砕石を敷き、
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転圧して仕上げます。出入り口付近については、25センチの厚さでセメント改良を行い、そ

の上に15センチの厚さでコンクリート舗装し仕上げます。北側隣地境界は、新設ブロック３

段積みの上にネットフェンス１メートルを設置し、東側水路境界、南側道路境界、西側開口

部以外の部分は、既設柵板土留めの敷地側に新設ブロック２段から４段積みを併用し、その

上に高さ１メートルのネットフェンスをそれぞれ設置いたします。道路及び水路境界につい

ては道路安全課と協議済みであり、特段の措置は不要との回答を得ております。附帯設備の

水道施設、防犯灯、防犯カメラ、トイレ等は設置いたしません。こちらの駐車場に、バンと

書かれた大型トラック３台とキャブオーバー７台、通勤用車両７台の合計17台を置く予定と

なっております。

続きまして、農地法第４条の許可基準について見ていきたいと思います。

まず、申請目的実現の確実性についてという点ですが、こちらは、他の法令の条件をクリ

アしているかという点と、転用計画に係る資金の調達ができているかという点になりますが、

今回、建物を建築しませんので、都市計画法や建築基準法などの他法令の調整は必要ござい

ません。また、計画に係る資金調達については、工事見積書と残高証明書を提出していただ

いておりますので、問題ありません。

２つ目が、計画面積の妥当性です。こちらは、転用面積が必要最小限かどうかということ

ですが、土地利用計画図に示された配置で、妥当な面積と判断しております。

続きまして、周辺農地生産条件への影響ですが、こちらは周辺の営農条件に支障が無いか

という点ですが、周辺は集団的に農地が集まっているところではなく、影響は少ない見込み

となっております。

次に、計画から派生する被害防除についてですが、こちらは、転用により土砂の流出や堆

積、崩壊、日照、通風などの耕作に影響を与えない措置があるかということになりますが、

敷地境界にはブロックを積む計画であり、誓約書において計画どおりの利用を確約しており

ますので、問題ありません。

続きまして、隣地の農地所有者の同意ですが、今回、北側に隣接するＨさんから何ら異議

なく同意を得ておりますので、こちらも問題ありません。

続いて、農地の区分になりますが、先ほどと同じく、農地法施行規則第46条で、宅地化の

状況から見て、第３種農地の場合における住宅等または公共施設等が連担している程度に達

する区域に該当することが見込まれ、市街地からおおむね500メートル以内でその規模がお

おむね10ヘクタール未満という状況でありまして、転用可能な第２種農地と判断することが
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可能となっております。

最後になりますが、現在使用している駐車場に、事務所として使用するプレハブが設置さ

れておりますが、こちらにつきましては、申請地の駐車場には持ってこないという予定であ

りまして、その旨の確約書を提出しております。

説明は以上となります。

○石田議長 ただいま事務局より補足説明がありました。

何か疑問、質問があればお願いします。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいでしょうか。

では、参考人をお呼びします。参考人は、先ほどと同じ有限会社ＦのＧさんになります。

参考人の方をお呼びします。

お願いします。

（参考人入室）

○石田議長 では、参考人は、先ほどと引き続き、Ｇさんです。よろしくお願いいたします。

では、Ｇさん、早速ですが概要の説明をよろしくお願いします。

Ｇさん、お願いします。

○参考人（Ｇ） 貸される方は、貸したいというお話、理由書、Ｄ、下新倉三丁目に住んでお

りまして、今現在は農業を営んでおりますが、平成27年にお父さんが亡くなりまして、父と

姉、以前は耕作しておりました。本人はサラリーマンでお勤めしていましたけれども、父が

亡くなってから、今ちょっと耕作は、農業を営んでおります。母も入院して、高齢化に伴い

農作業がきつくなりましたということで、このたび、Ｈさんという会社、戸田に本社がござ

いまして、営業所が、岩槻、それから、和光市に今現在借りておりますけれども、ちょうど

和光市のほうが、地主さんのほうで、ご自分のほうでちょっと使いたいということで、退去

してくださいというふうなお話がありまして、どこかほかないかということで、戸田のほう

も一生懸命探したんですけれども、戸田ではもう見つからないということで、ちょうど今回

折り合いがつきまして、ぜひこの土地を借りたいということで、運送業を行っている会社で

ございます。ぜひとも駐車場として運送会社ですので借りたいということで、Ｄさんとも折

り合いがつきましたので、今回申請させていただきました。よろしくお願いいたします。

○石田議長 ありがとうございました。

では、質問に移ります。質問のある方、挙手をお願いいたします。
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田中委員。

○田中委員 確認でございます。

現在のこの土地は、私が認識するところでは、やはり60センチぐらいの簡易的な土留めが

設置されたと思うんです。この図面からすると、あそこの泥は搬出する形なのかなという図

面です。道路との段差がそれほどないということで、通常の道路一体化の駐車場というふう

に図面上で見ることができるし、何ら問題は無いんですけれども、これは改めて重量ブロッ

クを組んで土どめをし、ネットフェンスをするという形という理解でよろしいですか。

○石田議長 Ｇさん。

○参考人（Ｇ） そうですね、今現在、ご質問いただきましたとおりです。泥は少し取るよう

になるのです。駐車場として使わせていただくので、このままだとちょっと高いので、取ら

せていただくという形でお願いしています。

○石田議長 よろしいでしょうか。

他に質問はあるでしょうか。

○田中委員 はい。

○石田議長 はい、田中委員。

○田中委員 これ、質問ではなくて、ぜひＧさんにもご配慮いただいて、道路上から、これで

すと、上がるのが図面上30センチぐらいになるかと思います。30センチぐらい上がる形です

よね。それで駐車場ということ。ここにいる皆さんも、結構、消防関係で、消防団で活躍さ

れていた皆さんが多いんですけれども、集中豪雨のときにあの辺は非常に水が出るところな

ので、車に支障が無いように、やはり使う方にご配慮されるとよろしいかなという意見にな

ります。

○石田議長 Ｇさん。

○参考人（Ｇ） 入口だけ、砕石が外に出て周りの方にご迷惑をかけないようにということで、

一応コンクリートにさせてもらいます。あとは、中は砕石を敷いて転圧をかけてもらうので、

自然に沈殿する形をとらせていただく形で考えております。そういう形で進めさせていただ

こうと思っております。

○石田議長 その他質問は。

（発言する者なし）

○石田議長 では、私から１点いいですか。

13トンという大きなトラックが駐車する予定ですね。出入りと水道道路までの間に畑等が
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あるんですが、畑に来ている車が停まっていても、その13トンというトラックがその脇を通

れるんでしょうか。

Ｇさん、お願いします。

○参考人（Ｇ） あそこは歩道側に鉄パイプがかなりありまして、ですから片方の車がどちら

か譲り合うという形で進んでいただいた上で、こちらで待機しているという形で、直線なの

で、その辺は、かなり気を遣ってやっていただけるように一応お願いしてあります。地域の

農家の方たちにもご迷惑をかけないようにその辺はお願いしたいということでお願いしてあ

ります。

○石田議長 分かりました。

もう一点いいですか。

奥側のトラックが停まっている奥には畑があるんですけれども、ちょうど南側にトラック

が停まる形になるんですけれども、裏側は、日陰はそんなにならないですか。

Ｇさん。

○参考人（Ｇ） ここはブロックとフェンスだけで、周りを囲ったりしませんので、農家の方

たちには、そういう日陰になる心配は無いかと思います。ブロック３段に１メートルのフェ

ンスですので。

○石田議長 分かりました。

その他何かあるでしょうか。

鳥井委員。

○鳥井委員 この図面を見ますと、セメント改良で40センチになるんですが、やっぱりこれは

13トンという大きいトラックが出入りするからということでこのようにするのかなと思うん

ですが、全体にここまで対応する必要はあるんでしょうか。

○石田議長 Ｇさん。

○参考人（Ｇ） すみません、もう一度。

○鳥井委員 セメント改良で40センチと書いてありますが、この土地全体にその改良をする必

要があるのかどうかと思いまして、お聞きしたいと思います。

○石田議長 Ｇさん。

○参考人（Ｇ） そうですね、今おっしゃったように、大型がとまりますので、地盤改良は、

費用はかかりますけれども、全体に地盤改良、予算の中に入っております。工事代金の中に。

○鳥井委員 以前お借りしていた駐車場では、プレハブの上屋があったというお話ですが、今
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回、この駐車場には置かないということを確約していただいているということですが、その

点は問題無いでしょうか。

○石田議長 Ｇさん。

○参考人（Ｇ） あれは前の方が何か置いていったみたいなので、今回は持っていきません。

私どもで確約書もいただいております。

○石田議長 Ｇさん。

○鳥井委員 分かりました。

○石田議長 ありがとうございます。

その他質問はありますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、無いようなので、質問を終了します。本日はどうもありがとうございまし

た。

○参考人（Ｇ） ありがとうございました。

（参考人退室）

○石田議長 では、何か質問、意見等ありますでしょうか。大丈夫でしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、なければ採決に移ります。

この議案について許可相当ということに賛成の方の挙手をお願いします。

（賛成者挙手）

○石田議長 全員賛成。

では、この議案は承認されました。

──────────────────────────────────────────

議案第３－１号 農用地利用集積計画の決定について

○石田議長 続きまして、議案第３－１号 農用地利用集積計画の決定について上程をお願い

します。

（事務局朗読説明）

○事務局（青木） 続いて、農用地利用集積計画の決定についてご説明いたします。

農用地利用集積計画の制度についてでございますが、農地を耕作の事業に供することを目

的として貸し借りする場合には、議案第１号にもございましたが、農地法第３条の規定によ

り農業委員会の許可を得る必要がございます。しかし、効率的かつ安定的な農業経営を育成
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することを目的として、平成５年に農業経営基盤強化促進法が制定され、この法令に基づい

て和光市においても、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想が策定されておりま

す。

この基本構想に従って実施される農業経営の基盤強化促進事業の一環として、利用権設定

等促進事業により利用権の設定を行う場合には、市街化調整区域にある農地につきまして、

農地法第３条の許可を受けなくても無償で農地の使用貸借を行うことが可能となっておりま

す。

利用権設定等促進事業によって利用権を設定する場合は、農地法第３条の許可を受けて権

利設定を行う場合と異なり、50アールの下限面積要件が無いなど権利設定の要件が緩和され

ているほか、定めた期限が到来すれば自動的に使用貸借が終了し、農地が確実に貸し手に返

還されます。貸し手にとっては、農地が返還されない、自作料の支払いを求められることが

無いため安心して貸すことができる上、借り手にとっても、貸借期間が明確になることで安

定的な営農計画を立てることができ、市が仲介する形となって契約条件の履行が担保される

ことから、簡単な手続で安心して貸し借りを行うことができるものとなっております。

本案件は、利用集積計画について市長から農業委員会に諮問されるもので、農業委員会の

審議の結果、決定となった場合には、市が利用計画を公告し、農用地利用集積計画の定める

ところに従って権利の設定の効力が生じることになります。

今回の利用権設定は更新になりまして、借受人のＪさんと貸付人のＫさんは、現在、平成

24年９月１日から５年間の利用権設定を行っております。８月31日をもって期間が満了とな

るため、平成29年９月１日を開始日として新たに５年間の利用権設定を行うことについての

ご審議をいただくものとなります。

それでは、利用権設定を受ける際の要件について説明いたします。

要件については、前提として、計画の内容が市の基本構想に適合することが条件となって

おりまして、この点を審査していただきます。

まず１点目は、耕作の事業に供すべき農地の全てについて耕作を行うと認められること。

２点目として、耕作に必要な農作業に常時従事することが認められること。

３点目、利用権の設定を受ける土地を効率的に利用し、耕作を行うことができると認めら

れること。

４点目が、その者が農業によって自立しようという意欲と能力を有すると認められること。

５点目として、その者の農業経営に主として従事すると認められる青壮年の農業従事者が
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いることの５点となります。

今回権利の設定を受けるＪさんは、現在年齢が72歳で、年間農業従事日数は250日であり

ます。長男のＬさんは年間農業従事日数が60日で、ともに従事しております。その他、通作

距離が１キロ未満という点や、長男が農業に従事しているという点、保有機械等の状況から、

今申上げた４点の要件を満たしております。

１点目の、所有している農地の現在利用権の設定を受けている農地の耕作、利用状況につ

きましては、７月11日に石田会長にご同行いただき、現地を確認していただきました。ただ

いま写真をお回ししますので、ご確認いただきたいと思います。

補足説明は以上となります。

（写真回覧）

○石田議長 ありがとうございます。

では、農地法第３条と同様、担当地区の農業委員ということですが、ちょうど切り替わり

の時期でしたので、私が現地調査に行ってまいりました。特段問題のあるところはなく、き

れいになっておりました。報告もあわせてさせていただきます。

では、写真が回りましたが、質問、疑問等ありますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 大丈夫でしょうか。

では、採決に移ります。

この議案について承認ということに賛成の方の挙手をよろしくお願いします。

（賛成者挙手）

○石田議長 全員賛成。

この議案は承認されました。

──────────────────────────────────────────

議案第３－２号 農用地利用集積計画の決定について

○石田議長 続きまして、議案第３－２号 農用地利用集積計画の決定について上程いたしま

す。

事務局、よろしくお願いします。

（事務局朗読説明）

○事務局（青木） 続きまして、補足説明させていただきます。

農用地利用集積計画の制度については、先ほど説明いたしましたので省略させていただき
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ます。

今回の利用権設定についてですが、新規の案件になりまして、借受人のＭさんと貸付人の

Ｎさんが、平成29年８月１日を開始日として３年間の利用権設定を行うことについてご審議

いただくものになります。

５つの審査要件について、本案件と照らし合わせて見てまいります。

まず１点目の、耕作の事業に供すべき農地の全てについて耕作を行うと認められること。

こちらは、石田会長と事務局が確認しておりまして、後ほど写真において皆さんにご確認し

ていただきたいと思います。

２点目は、耕作に必要な農作業に常時従事することが認められることですが、今回権利の

設定を受けるＭさんは、現在年齢が54歳で、年間農業従事日数は300日でございます。ご両

親と配偶者の４人で農業に従事しておりまして、問題ありません。

３点目は、利用権の設定を受ける土地を効率的に利用して耕作を行うことができると認め

られることで、Ｍさんは、申請地の近隣でほかにも耕作している土地がありますので、問題

ありません。

４点目は、その者が農業によって自立しようという意欲と能力を有すると認められること

ですが、保有機械等の状況や、Ｍさんが指導型の農園を経営していることなどから、意欲や

能力は確認できるところでございます。

５点目は、その者の農業経営に主として従事すると認められる青壮年の農業従事者がいる

ことですが、15歳以上60歳未満の農業従事者がご自身も含めて２名従事しておりますので、

以上の点から、全て条件が満たされていると判断できております。

それでは、写真をお回ししますので、ご確認いただきたいと思います。

補足説明は以上です。

（写真回覧）

○石田議長 ありがとうございます。

また先ほどと一緒で、現地調査に私が行ってきました。きれいに作付してあり、問題はあ

りませんでした。

写真を確認してください。

事務局、どうぞ。

○事務局（青木） 補足で説明させていただきたいんですが、利用権の設定をする期間につい

てですけれども、先ほどは５年ということでなっていまして、今回は３年間という形で設定
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しております。期間につきましては、土地の所有者の方のご意向によることが多いんですけ

れども、大体３年から５年間という形の中で設定させていただいております。

補足については以上です。

○石田議長 ありがとうございました。

写真が回りました。ご意見、ご質問等ございましたらお願いします。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいでしょうか。

では、採決に移ります。

この議案に承認ということに賛成の方の挙手をお願いいたします。

（賛成者挙手）

○石田議長 全員賛成で、この議案は承認されました。

──────────────────────────────────────────

◎協議事項

①８月の農業委員会総会の日程について

○石田議長 では、協議事項へ移らせていただきます。

協議事項１、８月の農業委員会総会の日程について事務局より説明をお願いします。

○事務局（菅野） それでは、協議事項１の８月の農業委員会総会の日程についてですが、事

務局案といたしまして、８月24日の木曜日もしくは25日の金曜日を提案させていただきます。

お時間は、午前９時半もしくは午後２時開始の予定で、会場は、こちらと同じ第二委員会室

となります。ご協議のほどよろしくお願いいたします。

○石田議長 ８月24日もしくは25日ということですが、ご都合はどうでしょうか。都合の悪い

方、こっちがいいとかというのを、ぜひ都合の悪い日があったら言ってください。

（発言する者あり）

○石田議長 その日は避けます。８月24日の午後はだめということです。

その他都合の悪い方はいらっしゃいますか。

では、25日の午後でよろしいですか。皆さん、よろしいでしょうか。

では、25日の午後ということでお願いします。25日の午後２時からということでよろしく

お願いします。

──────────────────────────────────────────

②平成２９年度農地耕作状況及び農業経営調査について



－27－

○石田議長 続きまして、協議事項２番、平成29年度農地耕作状況及び農業経営調査について、

事務局からお願します。

○事務局（菅野） 協議事項の２、平成29年度農地耕作状況及び農業経営調査についてご説明

いたします。

こちらは、農地法第52条に基づき、毎年農家の皆様にお願いしております、いわゆる8.1

調査でございます。今回も500平米以上の経営面積をお持ちの方を調査対象とさせていただ

きまして、実際にご記入いただく世帯別調査票には、昨年までの調査票により把握している

世帯の情報や農地の所有状況といった情報をあらかじめ記載しておきます。そちらを事務局

で、まず支部長の皆様にお配りいたします。そちらを支部長の皆様から、農家さんに渡して

いただいて、農家さんに書いていただいてから、またその逆の順番で回収してください。支

部長から今度は農業委員に渡していただいて、農業委員から最終的に我々事務局に持ってき

ていただくということでお願いします。

日程といたしましては、７月の農家だよりにも掲載させていただいておりますが、７月30

日から31日で支部長の方々が調査票を農家に配布していただいて、８月１日から９日の間で

調査票を各農家さんが記入しまして、支部長の皆様にお渡しいただく形になります。支部長

の皆様はそれを回収して、８月10日までに各地区の農業委員の皆様に提出をいただきます。

その後、８月18日を目安として農業委員会の事務局までご提出いただければと思っておりま

す。

なお、各地区の支部長さんから集めていただく方々につきましては、事務局案として挙げ

させていただきます。

まず、西本村、東本村につきましては石田会長に、三協につきましては田中委員に、大

一・新生につきましては大熊委員に、富貴揚につきましては鳥井委員、上之郷につきまして

は山﨑孝明委員、半三池につきましては山﨑とよ子委員、喜多口・漆台・峯につきましては

冨岡会長代理、宿坂上・市城につきましては新坂委員、二軒新田・浅久保につきましては加

藤委員、越後山・牛房・向山につきましては冨澤委員にお願いしたいと存じます。

事務局からは以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

いわゆる8.1調査ですが、この時期に毎年行われています。今回は支部長への配付は事務

局がやってくれるということなので、回収をお願いしたいと思います。８月10日から18日頃

を目安に各支部長から受け取って事務局に提出ということですが、よろしくお願いします。
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何かこれに関して質問がありますでしょうか。

（「10日までに事務局に提出するんですか」の声あり）

○石田議長 事務局。

○事務局（菅野） 18日でお願いします。

○石田議長 その他質問はありますでしょうか。

冨岡委員。

○冨岡委員 すみません、３支部あって、支部長が誰か分からない支部があるんですけれども。

○石田議長 事務局。

○事務局（菅野） 喜多口集落支部長がＯさん、漆台集落支部長がＰさん、峯集落支部長がＱ

さんでございます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

○石田議長 その他質問は大丈夫でしょうか。また随時、分からないことがあったら事務局に

言ってください。

それでは、よろしいでしょうか。

暑い中ですけれども、ご協力のほどよろしくお願いします。

──────────────────────────────────────────

③農地利用状況調査の実施について

○石田議長 では、協議事項３番、農地利用状況調査の実施について、事務局から説明をお願

いします。

○事務局（菅野） それでは、協議事項３の農地利用状況調査の実施についてご説明いたしま

す。

こちらの農地利用状況調査は、農地法第30条第１項の、農業委員会は毎年１回、その区域

内にある農地の利用の状況について調査を行わなければならないという規定に基づきまして

実施を行います。

和光市農業委員会ではこれまで年２回調査を実施してきましたが、農業委員会の委員が農

地利用最適化推進委員の役割も担っていただきますことに伴いまして、年３回調査を行いま

す。

８月に実施する調査の実施についてですが、こちらは調査方法といたしましては、市内を

委員さん全員で調査を実施したいと思っております。調査に当たりましては、８月28日の月

曜日もしくは８月29日の火曜日の午後に実施を考えております。事務局で車を確保しており

まして、上記日程で調査日をご協議いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
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○石田議長 ありがとうございます。

農地利用状況調査ということで、初めての方もいらっしゃるので、今回は全員で調査しま

しょう。その後は２班に分かれて回るということで考えておりますが、初回なので全員で和

光市中を見て回るということで、時間がかかりますので、食事をした後の午後に集合するこ

とにします。28日と29日の日程で組んでありますが、日にちを決めさせていただいてよろし

いでしょうか。都合がありましたらお願いします。

（「30日に研修があるから連続はやめてほしい」の声あり）

○石田議長 では、事務局。

○事務局（菅野） もし委員の皆様が両日ご都合がよいということでありましたら、事務局案

としては、やはり29日、30日と連続するのは厳しいなという思いがありますので、28日の月

曜日の午後のお時間、集合13時30分頃になると思いますが、こちらでいかがでしょうか。

○石田議長 事務局から事務局案で、８月28日月曜日午後、13時30分、市役所駐車場に集合と

いうことで案が出ましたけれども、いかがでしょうか、大丈夫でしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、８月28日の月曜日午後１時半に市役所の駐車場集合ということでお願いい

たします。

──────────────────────────────────────────

④その他

○石田議長 では続きまして、協議事項４番のその他について、事務局、よろしくお願いしま

す。

○事務局（菅野） 協議事項４番、その他といたしまして、各種協議会等への委員の選出でご

ざいます。こちらは、さまざま協議会等から和光市農業委員会に委員を選出してくださいと

いう依頼がまいりますので、ご協議のほどよろしくお願いします。

選出をさせていただきたい委員の機関につきましては、１つ目が和光市都市計画審議会審

議委員、２つ目が和光市担い手育成総合支援協議会会員、３つ目、和光市都市農業推進協議

会委員、４つ目、和光市民まつり農産物共進会実行委員会委員、この４つになります。

それではまず、和光市都市計画審議会審議委員につきましてご協議いただければと思うん

ですが。

○石田議長 では、細かい説明等ありましたら、和光市都市計画審議会審議委員について、ど

のような会か、説明をお願いします。
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事務局。

○事務局（菅野） 和光市都市計画審議会審議委員につきましては、毎月１度の会議になりま

す。議題がなければ開催しないので、実質的には年に７回から８回程度のものということに

なっております。

以上です。

○石田議長 これはすぐに決めたほうがいいんですか。田中委員。

○田中委員 今、事務局が言われた内容は、例えば、その都度、都市計画審議会とか担い手協

議会とかいうものの依頼が来たときに、その人を皆さんの了解の基にすぐ推薦できるという

体制を整えたいということですよね。

○石田議長 事務局。

○事務局（菅野） おっしゃるとおりです。

○石田議長 田中委員、どうぞ。

○田中委員 基本的に４名になっているんだけれども、便宜上、都市計画審議会審議委員、そ

れから都市農業推進協議会委員、農産物共進会実行委員会委員、担い手育成総合支援協議会

会員について、代々どういう方が選任されたかということをちょっとお聞きしたいんですけ

れども。

○石田議長 事務局。

○事務局（菅野） まず１つ目の和光市都市計画審議会審議委員につきましては、こちらは慣

例であれば会長がやられておりました。２番目、和光市担い手育成総合支援協議会会員、慣

例では会長と会長代理、３番目、和光市都市農業推進協議会委員、こちらは慣例では会長と

会長代理、４番目、和光市民まつり農産物共進会実行委員会委員、こちらは慣例では会長ほ

か３名の委員の選出となっておりまして、その３名の選出につきましては、新倉、下新倉、

あと白子と南という３つの地区から１名ずつといった形で３名の合計４名でやってきており

ます。

事務局からは以上です。

○石田議長 では、和光市都市計画審議会審議員から選出します。

事務局案ありましたらよろしくお願いします。

○事務局（菅野） まず、和光市都市計画審議会審議委員、こちらは慣例であれば会長ですけ

れども、今回は鳥井委員にぜひお願いしたいと思っております。

２番目、和光市担い手育成総合支援協議会会員、こちらは冨岡会長代理と、加藤委員にお
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願いしたいと考えております。

続きまして、３番目、和光市都市農業推進協議会委員につきましては、こちらは会長のほ

うで現在やられていらっしゃるということで、会長と、今日はいらっしゃらないんですけれ

ども、北嶋委員にぜひお願いしたいと考えております。

和光市民まつり農産物共進会実行委員会委員につきましては、石田会長、山﨑孝明委員、

新坂委員、北嶋委員の４名を案として挙げさせていただきます。

○石田議長 今、事務局から案が出ましたけれども、いかがでしょうか。

ご質問、ご意見ある方はお願いします。

事務局。

○事務局（菅野） 補足で説明させていただきます。

和光市民まつり農産物共進会実行委員会委員につきましては、こちらは１年の任期になり

ますので、また来年、今回やられていない方を中心に、委員全員で和光市民まつり農産物共

進会実行委員会委員を務めていただきますよう、ぜひよろしくお願いいたします。

また、和光市民まつり農産物共進会実行委員会につきましては、８月の初旬を第１回会議

として予定しております。

○石田議長 分かりました。

皆様、いかがでしょうか。

質問、意見等ございましたらお願いします。

（発言する者なし）

○石田議長 では、事務局案どおりということで、皆さんよろしくお願いします。

協議事項、その他はありますか。

○事務局（菅野） 協議事項は以上です。

──────────────────────────────────────────

◎諸報告

①会長専決

○石田議長 では、諸報告にいきます。

会長専決です。

事務局、よろしくお願いします。

○事務局（菅野） 諸報告１の会長専決ですが、今月の会長専決は、４条の届出が４件、５条

の届出が６件となっております。
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ただいま写真をお回しいたしますので、ご確認をお願いいたします。

（写真回覧）

○石田議長 事務局。

○事務局（菅野） 届出について補足説明させていただきます。

先ほど皆様に議案で出させていただいたものについては４条の許可案件でありましたが、

ここにあるものにつきましては４条の届出でございまして、市街化区域内の農地に限られま

す。届出の申請は、基本的には農業委員会会長が認めることで申請が受理されるというもの

になっておりますので、そちらをご了承いただきたく存じます。

○石田議長 ただいま会長専決の写真が回りましたが、ご質問、ご意見等ございましたら。よ

ろしいでしょうか。

（「はい」の声）

○石田議長 では、会長専決は以上とします。

──────────────────────────────────────────

②その他

○石田議長 続きまして、２番目、その他について、事務局、よろしくお願いします。

○事務局（菅野） 諸報告、その他といたしまして、５つございます。

まず１つ目です。平成29年度農業委員研修会について、こちらは、日時が平成29年８月30

日水曜日、研修の時間が午後１時半から４時となっております。場所が羽生市産業文化ホー

ルの大ホール、こちらは事務局で車を用意いたしまして、皆様を送迎させていただきます。

加えて、こちらは毎年であれば、お昼に着いて、羽生市に向かって、そちらでお昼を食べ

て、そのまま研修に向かうという形になっているんですけれども、今年度、そちらの形でや

るか、もしくは皆さんお昼を食べてきていただいて集合して、我々が送迎するかというとこ

ろは、委員さんのご意見をお聞かせ願いたいと存じます。

以上です。

○石田議長 農業委員会研修会が羽生市で行われます。開始時間が１時30分なので、行く時間

も含めると、例年ですとお昼少し前に集合して、現地で食事をして、１時半に間に合うよう

に行っていたんですけれども、今回は皆さんに食事をとってきていただき、12時頃集合して

もらえれば１時半には十分間に合います。

食事してきてもらって、12時ぐらいの集合でよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）
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○石田議長 では、事務局、正式に時間と集合場所、案内をお願いします。

○事務局（菅野） 別途案内はさせていただきます。

○石田議長 はい、分かりました。

では引き続き、研修会は後ほどまた案内するそうですので、よろしくお願いします。

では、その他、続きをお願いします。

○事務局（菅野） 諸報告、その他といたしまして２つ目です。皆様にももうお手元に届いて

いるかと思いますが、新旧農業委員会委員・ＪＡ役員合同暑気払いの開催について通知して

おります。日時は平成29年８月10日の木曜日になります。お時間は18時から、こちらは場所

が和食五十六になります。こちらについて、農業委員会として出席をとる形になりますので、

皆様のご出欠のほどお聞かせ願えればと思います。もしこの場で判断いただけない場合は、

28日（金）までにご連絡をお願いします。

○石田議長 では、早目に都合の連絡をよろしくお願いします。

続きまして、その他、次をお願いします。

○事務局（菅野） 諸報告、その他３つ目といたしまして、緑の募金の運動実施についてとい

うことで、市の環境課から通知が来ております。こちらはお回しいたしますので、ご協力い

ただける方はご協力いただいて、それを我々事務局で預かりますので、最後、環境課に届け

ます。ご協力のほどよろしくお願いします。

○石田議長 では、募金を回すので、よろしくお願いします。

では、諸報告、その他、お願いします。

○事務局（菅野） 諸報告、その他４つ目、和光市農業委員会の視察研修についてです。こち

らは今回案を出すということではないんですが、和光市の農業委員会の視察研修を毎年行っ

ており、そちらを今年度も行う予定でございます。実施時期の予定としては、平成29年10月

下旬を予定しております。場所と期日につきましては、農業委員会委員の方が決めていたき

だます。事務局からも来月以降案を出しますが、委員の皆様からぜひ視察したいところがあ

りましたら案を出していただければと思います。

○石田議長 農業委員会視察研修ということで、今までは県外視察研修でしたが、現在は、視

察研修会ということになりました。ここに行きたいとか、ここが見たいとかありましたらぜ

ひ事務局に報告して下さい。

諸報告、その他ありますか。

○事務局（菅野） 諸報告その他の５つ目、最後になります。
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先ほどお配りいたしましたこちら、ホチキスでとめてあるものになりますが、農業委員活

動記録簿と、１枚めくっていただきまして、個別で書けるところがある、農業委員活動記録

帳の説明になります。こちらは、１カ月ごとの記録を書いていただいて、次回の総会のとき

に、７月の終わりから８月分として、委員としてどのような活動を行ったか、書いていただ

いて、ご提出をお願いいたします。

記入する内容としましては、農業委員会総会、事務局と農地転用等の現地確認、農地利用

状況調査等の活動になります。

こちらの皆様がどのような活動をしているかという実績は、農地利用最適化の活動実績と

なりまして、県に報告する資料になりますので、重要なものになります。１カ月ごとに新し

い紙をお渡しいたしますので、総会から次の総会までの活動報告を記録していただくよう、

お願いします。用紙の右上に名前をご記入の上、提出していただければ結構でございます。

以上です。

○石田議長 分かりました。では、農業委員活動記録帳の記載及び提出をよろしくお願いしま

す。

諸報告、その他は終わりですか。

○事務局（菅野） はい。

○石田議長 では、その他、委員の皆様から何かありますでしょうか。

（発言する者なし）

──────────────────────────────────────────

◎閉会

○石田議長 大変長い時間になりましたが、本日の内容は以上となります。

長時間にわたり慎重な審議をありがとうございました。

以上で第１回和光市農業委員会総会を終了させていただきます。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 ０時１０分
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上記は会議の内容を記載したものであるが、その内容の相違ない事を証するため、ここに

署名する。

和光市農業委員会議長

署名委員

署名委員


