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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。

本日は年末のお忙しい中、総会にご出席いただき、ありがとうございます。本日１年の最

後ということで、農業委員会運営にご尽力いただきありがとうございました。

定刻になりましたので、ただいまから平成30年和光市農業委員会12月総会を開会いたしま

す。

それでは、会長、どうぞよろしくお願いいたします。

○石田会長 皆さん、おはようございます。

年末のお忙しい中、また寒い中、総会に出席いただきましてありがとうございます。本日

もスムーズな議事運営に努めますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、平成30年和光市農業委員会12月総会を始めます。

本日は、冨澤委員より欠席の連絡をいただいております。出席委員は11人中10人で、和光

市農業委員会会議規則第６条による定足数に達していますので、総会は成立していることを

ご報告いたします。

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

◎議事録署名委員の指名

○石田議長 初めに、議事録署名人ですが、７番、北嶋委員、８番、加藤委員を指名いたしま

す。

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

◎提出議案

議案第２５号 農地法第４条許可申請について

○石田議長 それでは、議案に移ります。

議案第25号 農地法第４条許可申請についてを上程いたします。

事務局より説明をお願いいたします。

（事務局朗読説明）

○事務局（野口） 本案件は、市街化調整区域内の農地を自己資金で農地以外のものに転用す

るための申請です。
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申請地の利用計画について説明いたします。

申請地は、西側に10メートルの開口部を設けます。場内全体を掘削し、15センチの厚さで

砕石を敷き転圧します。また、出入口付近についてはコンクリート舗装で仕上げます。周囲

については、北側、南側、西側隣地境界にはブロック３段積みと２メートルの軽量鋼板を、

東側の水路との境界にはブロック４段積みと２メートルの軽量鋼板を設置予定です。

使用予定者である株式会社Ａは、上下水道施設、給排水衛生設備、土木工事の設計施工、

また石工事業及び浚渫工事、鋼構造物工事、産業廃棄物処理を主たる業務とし、本件所在地

は、東京都北区浮間五丁目＊＊番＊＊号となります。現在、下新倉五丁目＊＊＊番を駐車場

兼資材置場として利用しており、こちらに駐車中のダンプ23台、キャブオーバー９台、バン

２台の合計34台を申請地に移動し駐車予定です。

続きまして、許可要件等の整合性ですが、申請目的実現の可能性については、まず駐車場

ですので、他法令との調整は必要ございません。また、計画の資金調達については、工事見

積書、資金調達計画書、残高証明書、融資証明書が提出されており、内容を確認しておりま

す。

次に、計画面積の妥当性ですが、現在、利用している駐車場が資材置場を兼ねており、非

常に手狭となっており、車の出し入れも大変だということから、既存地を資材置場専用とし

て、申請地に車両のみを駐車させたいという計画になります。資材を今後増やす可能性はあ

るようですが、車両を増やす予定はないようです。この計画面積の妥当性についてもご審議

ください。

周辺農地については、東側及び南側隣地の所有者のＢさんから周辺を鋼板で覆うこと、防

犯ライト等を設置する場合、農作物に影響を与えないこと、路上駐車やごみ焼却などの諸問

題が発生した場合、有限会社Ｃが解決することという条件つきで同意がなされております。

計画から発生する被害防除についてですが、誓約書において計画どおりの運用を確約してお

り影響は抑えられる見通しです。

最後に農地の区分についてですが、農地法施行規則第46条、「宅地化の状況が第３種農地

の場合における住宅等又は公共施設等が連たんしている程度に達している区域に近接する区

域内にある農地の区域で、その規模がおおむね10ヘクタール未満であるもの」に該当し、転

用可能な第２種農地と判断できます。

なお、既存地には現在、プレハブが２棟建っています。申請時に、代理人には今回の申請

を機に都市計画法の違反状態を解消するよう指導したところでありますが、近隣地にもプレ
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ハブがあることを理由に、明確に撤去する回答をしておりません。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

では、これから参考人の方に入ってもらい、転用の経緯等について説明をしていただきま

すが、皆さん、よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、参考人の方に入っていただいてください。

お願いします。

（参考人入室）

○石田議長 では、ご紹介します。

申請人、Ｄさんの代理人といたしまして、有限会社Ｃ代表取締役のＥさんにお越しいただ

きました。

Ｅさん、本日は忙しいところご苦労さまです。

和光市農業委員会では、農地転用の許可申請があった場合、関係者の方にお越しいただき、

農地転用に至った経緯、工事の概要、申請地の利用形態等について説明をしていただき、そ

の後、委員の皆さんからの質問があればお答えになっていただく形になっております。

なお、和光市農業委員会会議規則第８条第２項の規定によりまして、発言される際は、必

ず挙手により議長の許可を得てから発言するようにしてください。

それでは、Ｅさん、説明をよろしくお願いいたします。

○参考人（Ｅ） Ｃ代表のＥです。よろしくお願いいたします。

今回、提出させていただいたのは、Ａさんという会社で、東京で上下水道の工事を営む会

社でございます。昭和59年から現在に至るまで上下水道１本で公共工事をやっていただいて、

一生懸命頑張ってやってきた会社でございます。

今回、提出させていただいたのは、現在、１つ借りてはいるんですが、そこが非常に手狭

になりまして、近年、仕事が増大しまして、それにより置く場所が非常に難しくなってきた

ということで、駐車場の車も置いているんですけれども、それを他に移しかえることができ

ないかと、それができれば、駐車場は別のところで借りられたいと。資材置場に関しては資

材が増大して、仕事のその場所によって区分けをしたりしてまいりましたけれども、これ以

上限界だと、これ以上ちょっと難しいということで探してくれないかということで、東京都

も随分探してみたんですが、なかなか借りられる場所がなくて、やむを得ない、では、今借



－6－

りているところのすぐ近くでもいいよということで、そんなお話をいただいたわけで、私、

その辺でよく近辺をお探ししましたら、たまたま近くに、まだ耕作をなさっていなくて、畑

があいていたところがありましたので、そこの地主さんを調べてお邪魔してお声をかけさせ

てもらったら、今はＤさんが、ちょっと体に障害もありまして、なかなか耕作できないでい

るんですよというお話だったので、であれば、ぜひこちらで責任持って探していた方がいま

すので貸していただけませんかというお話をさせていただいたら、検討していただいた結果、

では、分かりましたと。そういう会社でこういう使い方をしたいんだということでお話をし

ましたら、生活費もありますので、それも含めて、では、ぜひお世話になりたいということ

で、今回、申請させていただいたわけでございます。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

ただいま参考人から説明していただきましたが、委員の皆様から何か質問はありますか。

質問のある方は挙手をお願いいたします。

○田中委員 よろしいですか。

○石田議長 ３番、田中明委員。

○田中委員 ちょっとお聞きをいたします。

生活圏の関係があって、農地がどんどん駐車場になっていくのは、これはもう致し方がな

いのかなと思うのですが、この図面を見たときに、周り、北側には合板の会社か何かがあっ

たりするんですけれども、南側と東側につきましては、まだ健全な農地になっています。こ

れを見ますと、この前も某会社にお願いをしたところですけれども、鋼板を周りをフェンス

ということでやりましたけれども、鋼板被害というのが非常に作物にあるんですよ。正直、

鋼板に光、日が反射をして、そこのところ２メートルから３メートルの作物が非常にできに

くい。時によっては葉物関係は溶けてしまうという状況が正直発生しております。そういう

意味で、ここはメッシュの形ではお願いできないでしょうか、この農地を運用されている方

は、その辺は何も申し上げなかったのかなとは正直思うんですけれども、その辺の話がご了

解済みならばいいんですけれども、農業委員として少しでも健全な農地を保持すべきだと考

えています。和光産の野菜を健全に作っていただくというところに関しては、正直私は鋼板

は反対です。今、メッシュという形で、少しでも反射を防ぐ形をとれればと思うんですね。

車を中に置いといて、ダンプを置いといても、いかがわしいことをするんでなければ、周り

からメッシュで見えても、別に支障はないのかなと正直個人的な判断をするところですけれ
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ども、その辺はいかがでございましょうか。

○石田議長 Ｅさん。

○参考人（Ｅ） 隣地の中にも、今おっしゃっていたように、農業の野菜を作っていますので、

その辺をちょっとお話しさせて、鋼板をしたいということであったのでお願いしたんですが、

３メートルではなくて、２メートルならいいですよというようなご理解をいただいて、２メ

ートルということで申請させてもらったんですが、今いただいたお話、今度伺ったときに、

Ａさんにもそれができるかどうか、私からもお願いしてみようと思っています。

○石田議長 田中委員。

○田中委員 そうですね、今、前向きなお話をいただきました。ただ、要は３メートルであろ

うが５メートルであろうが２メートルであろうが、反射に関しては大差無いんですよ。鋼板

反射、ご存じのとおり、Ｃさんも、こういう専門的にやられているということもあるでしょ

う。健全な畑に対して一番懸念されるものが照明の設置、それと鋼板の設置ですね。周りの

状況によっては、やはり鋼板をそこら辺は考えてメッシュ型にしていく。少しでも反射を防

ぐという、中に取り入れるという形が非常に好ましいのかなと思います。多分、想定ですけ

れども、隣地の経営されている農家の方も、生産者の方も、鋼板による被害というのは、今

まで受けてないと思います。その辺で何というんですか、鋼板のもたらす影響というのが、

実質身にしみていない状態なのかなと思います。その辺を農業委員事務局がＢさんに、Ｃさ

んがＡさんに、こういう障害が発生していますよということを申し上げさせていただいて周

知をしていただいて、その中で新たにＣさんを含めた中でのご検討を、Ａさんですよね、ご

検討を100％前向きにお願いできればなというふうに正直思っております。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

他に質問のある方は。

５番、大熊委員。

○大熊委員 現在、利用中の下新倉五丁目になるんですか、駐車場を調べてみたんです。プレ

ハブが置いてあるみたいですね。都市計画法により市街化調整区域内には許可なく建物を設

置することは禁止されていますが、現在のプレハブを撤去するということはできますか。

○石田議長 Ｅさん。

○参考人（Ｅ） それはお願いしておきます。

○石田議長 大熊委員。
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○大熊委員 今後、申請地にプレハブやトイレを置く可能性もあるのではないかという、ちょ

っと懸念があるんですが、そういうことはないですよね。

○石田議長 Ｅさん。

○参考人（Ｅ） 駐車場にはそれはないです。その予定はしておりません。

○石田議長 大熊委員。

○大熊委員 確約書も出していただいていますので、その辺は必ずお守りいただきたいと思い

ます。申請地にプレハブやトイレを置くことがあれば、今後、申請することがあった場合に

は申請を受け付けないという可能性もありますので、十分お伝えいただきたいと思います。

○田中委員 ちょっと１点、よろしいですか。

○石田議長 田中委員。

○田中委員 今の大熊委員のお話で、こういうプレハブがあるとの説明がありました。正直、

申請、そして許可の状態を受けたときには、プレハブ等、またそういう建物ではないですけ

れども、増築物をしないという約束になって許可がおりているわけです。それが知らないう

ちに、例えば建ってしまったというのは、そこを仲介する業者さん、これはＣさんに限らず

全ての業者さんに私は申し上げている範囲ですけれども、最終的には賃貸を受け持っている

業者さんにも責任があると考えます。というのは、賃貸をする中で、こういう条件で貸すん

ですよというところに建物が建った。それに対して、例えば撤去をしなさい、これはしてく

ださい、約束が違いますということを強く言えるのは、賃貸の間を持っている、俗に言う不

動産屋であり、業者さん側の責務は、私は多大であると正直解釈をしておりますので、その

辺も含めた中でよろしくお願いをします。

○石田議長 その他質問がある方は。

７番、北嶋委員。

○北嶋委員 隣地同意書では、隣地の所有者の方から、夜間防犯上ライトを点灯する場合、低

い位置でのライトをつけていただきたい。それで農産物に影響を与えないようにというふう

に条件をつけてあると思いますけれども、それについては具体的には。

○石田議長 Ｅさん。

○参考人（Ｅ） 一応、ご理解いただいたというふうに私どもは認識しております。

○石田議長 北嶋委員。

○北嶋委員 どういうふうにでしょうか。

○石田議長 Ｅさん。
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○参考人（Ｅ） ご説明した上で、ここに同意書を書いていただいていますので、そういうこ

とです。

○石田議長 北嶋委員。

○北嶋委員 分かりました。もし万が一、作物に影響が与えるようなことがありましたら、そ

ういう利用をされた場合は、代理人の責任において、きちんと対応していただきますが、よ

ろしいですか。

〇参考人（Ｅ） はい。

○石田議長 北嶋委員。

○北嶋委員 同じくＢさんから、路上駐車、ごみの焼却等の諸問題が発生した場合に、Ｃが

責任を持って迅速丁寧に対処することという条件が付されていますが、Ｂさんに路上駐車等

でご迷惑をおかけするようなことはありませんね。

○石田議長 Ｅさん。

○参考人（Ｅ） Ｂさんにも、十分ご理解いただいた上で。

○石田議長 北嶋委員。

○北嶋委員 分かりました。では、その辺について、もし問題が発生した場合は、代理人の

責任できちんと対応してください。

○石田議長 Ｅさん。

○参考人（Ｅ） 分かりました。

○石田議長 その他、質問はありますでしょうか。よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 ないようですので、Ｅさん、本日は大変ご苦労さまでした。ありがとうございま

した。

○参考人（Ｅ） ありがとうございました。

（参考人退室）

○石田議長 それでは、ただいま参考人の方にお話を聞きましたが、皆様から何かご意見等、

ございますでしょうか。

○田中委員 よろしいですか。

○石田議長 田中委員。

○田中委員 意見ではなくて、先ほど正直言って結論的なものがＣのＥさんからは出なくて、

話をしておきますということなのですが、よければ事務局からＢさんに、一報を入れて、こ
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ういう鋼板被害があるんだけれども、一応、農業委員会としてＣさんに、これを100％の努

力をしてほしいというふうに要望してあるというふうな形の中で、その被害が発生していま

すよということを、告知ではないけれども、もしかしたらＢさんのところは、そういうとこ

ろがなかったのかもしれないので、事務局から周知をしていただく形というのはいかがでし

ょうか。

○石田議長 事務局、いかがでしょうか。

○事務局（野口） そのような形でＢさんに連絡させていただきます。

○石田議長 その他、ご意見はありますか。

暫時休憩とします。

（休 憩）

○石田議長 では休憩を閉じて、会議を再開いたします。

皆様からご意見、ありますでしょうか。

11番、冨岡委員。

○冨岡委員 今のことですが、現状より申請地を優先して見るような形になっておりますが、

現状のところに建物なりが建ってあるということなんで、やはりそこをまずきれいにしてい

ただくべきだと思います。きれいにしていないのに申請地で、プレハブなりを建てませんと

言われても余り信用できないんで、その辺は業者さんに強くはっきりと言った方がいいと思

います。

○石田議長 ありがとうございます。

その他、ご意見ありますでしょうか。

○田中委員 渋々になるんですけれども、ただ、先ほど冨岡委員が言われたように、きちりと

業者さんにはその辺はしてもらわないと、それが業者さんの仕事です。それで業者さんも正

直生活をしているわけだから、いいかげんにごまかすということがないような形、もし、そ

こに罰則があれでしたら、本当は警告１とか警告２とかとやれるものであるならば、警告３

になったら、あなたのところは、もう全てこういう申請を持ってきても許可しませんよとか

いう抑制力が本当にあるならばいいけれども、農業委員会はそれまでの抑制力がないので、

そういうふうな許可が妥当であるかどうかだけの審議なんで、ある程度、業者さんに対して

強い要望というもの、意見ではなくて、本当の強い要望ですね、それはきちんとしておかな

いと無理かなと思います。ですから、この申請地に関しては同意という形で手を挙げさせて

いただきますけれども、その部分を強く言っておいていただいてね。
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○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いたします。

（賛成者挙手）

○石田議長 賛成多数。

よって、この議案は許可相当といたします。

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

議案第２６号 農地法第５条許可申請について

○石田議長 続きまして、議案第26号 農地法第５条許可申請についてを上程いたします。

（事務局朗読説明）

○事務局（野口） 本案件は、市街化調整区域内の農地を権利の設定を受ける者の資金で農地

以外のものに転用するための申請です。

まず、今回の申請につきましては、Ｆ株式会社からの要望に基づいて、有限会社Ｇが物流

倉庫兼事務所を整備した後、Ｆ株式会社に一括貸しをして営業拠点センターとして活用する

内容となっています。Ｆ株式会社が東京都板橋区赤塚＊丁目＊＊番＊＊号にある板橋支店に

て営業しておりましたが、今年の６月末での立ち退きを求められ、その後、東京都板橋区新

河岸＊丁目＊＊番＊号にある板橋西支店の敷地の一部を臨時で借りて現在まで営業しており

ます。そのため、もともと板橋西支店に駐車されていた車両の一部については、近隣の駐車

場を何カ所か借りて駐車させている状況であり、新たな営業拠点センターを整備したいとい

うことで、今回、申請がなされました。

また、市街化調整区域内の農地転用になりますので、本来は建築物を設置することはでき

ませんが、議案書に添付してあります図面のとおり、物流倉庫と事務所の設置につきまして

は、現在、建築課と調整中で、手続が順調に進めば、建築物の設置について許可される見込

みとなっております。

次に、申請地の利用計画について説明いたします。

申請地は、西側に15メートルの開口部を設けます。全体をアスファルト舗装で仕上げ、出

入口付近についてはコンクリート舗装で仕上げます。周囲については、北側隣地境界と東側

水路境界はコンクリートブロック２段積みと1.2メートルのメッシュフェンスを、西側との

境界と南側との境界はコンクリートブロック３段積みと1.2メートルのメッシュフェンスを

設置予定です。また、道路安全課から道路側溝を改修するとにともに、手前にグレーチング

を施すよう指導を受けているほか、下水道課からも敷地内に浸透トレンチを施すよう指導を
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受けており、関係部局と調整をしているところです。

使用予定者であるＦ株式会社は、一般路線貨物自動車運送事業を主たる事業としており、

関東運輸局から許可を得て埼玉県内で運送事業を営んでいるほか、全国各地で運送事業を営

んでおります。現在は、先ほども説明しました東京都板橋区新河岸＊丁目＊＊番＊号の敷地

の一部を借りて配送用トラック13台駐車しておりますが、申請地には配送用トラック13台の

ほか、社員や事務員用の車、来客用の車両、合わせて25台分の駐車スペース、駐輪場14台分

のスペースを確保予定です。また、敷地内には鉄骨造２階建ての物流倉庫と事務所を設置予

定です。さらに水道や外灯も設置予定です。

続きまして、許可要件等の整合性ですが、まず、都市計画法との調整が必要となりますが、

既に建築課にまちづくり条例及び都市計画法に基づく開発行為等の手続の申請がなされてお

り、現段階では順調に手続が進めば、来年１月末から２月中ぐらいに許可される見込みであ

ると聞いております。また、さいたま農林振興センターに進達後は、県の担当者が建築課担

当者に直接確認をとり、農地法違反やその他手続上の問題がない場合には、農地転用の許可

と開発の適合証明を同日でする予定となっております。

計画の資金調達については、工事見積書、資金調達計画書、残高証明書、融資証明書が提

出されております。今回の申請においては、賃借人の有限会社Ｇが、Ｈ銀行から融資を受け

る予定となっていますが、申請までの間に、Ｈ銀行からの融資証明が間に合わなかったため、

今回、代理人を務め工事を請け負うＩ株式会社が責任を持って施工することを証明する旨の

署名、Ｉ株式会社の残高証明書が添付されており、その内容を確認しております。

次に、計画面積の妥当性ですが、土地利用計画図のとおり、配送用トラック12台、社員や

事務員用の車、来客用の車両合わせて25台分の駐車スペース、駐輪場14台分のスペースを確

保するほか、鉄骨造２階建ての物流倉庫と事務所を申請地に設置予定です。なお、代理人の

説明によれば、６月に返還した板橋支店においては、トラック12台のほか、従業員用の車11

台と来客用の駐車スペース３台分が確保されていたとのことです。これらを踏まえて今回の

計画面積が妥当かどうかご審議ください。

周辺農地については、北側のみ隣地と接地しておりますが、隣地の所有者のＪさんから異

議なく同意書が提出されております。計画から発生する被害防除についてですが、誓約書に

おいて計画どおりの運用を確約しており影響は少ない見通しです。

最後に農地の区分についてですが、農地法施行規則第43条第１項「水管、下水道管が埋設

されている道路の沿道の区域であって、容易にこれら施設の便益を享受することができ、か
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つ申請に係る農地からおおむね500メートル以内に２以上の教育施設、医療施設が存するこ

と」に該当し、原則として農地転用が許可される第３種農地と判断できます。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

では、これから参考人の方に入ってもらって、転用の経緯について説明をしていただきま

す。よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、事務局、よろしくお願いします。

（参考人入室）

○石田議長 では、ご紹介いたします。

賃借人、有限会社Ｇ、賃貸人、Ｋさんの代理人といたしまして、Ｉ株式会社のＬさんにお

越しいただきました。

Ｌさん、本日は忙しいところご苦労さまです。

和光市農業委員会では、農地転用の許可申請があった場合に、関係者の方にお越しいただ

き、農地転用に至った経緯や工事の概要、申請地の利用形態等について説明をしていただき、

その後、委員からの質問があれば、それに答えていただく形となっております。

なお、和光市農業委員会会議規則第８条第２項の規定によりまして、発言される際は、必

ず挙手により議長の許可を得てから発言するようにしてください。

それでは、Ｌさん、工事概要等について説明をよろしくお願いいたします。

○参考人（Ｌ） おはようございます。

今回、和光市下新倉五丁目の＊＊＊番、そして＊＊＊番の各面積は998平米ですね、２筆

の土地について、今回、所有者、Ｋ様が、Ｆさんから営業所の出店の計画ということでご相

談されまして、それについてご了解いただいて、Ｆさんが出店をするという目的で、今回、

５条許可申請を行いました。

経緯としましては、Ｆさんは、もともと板橋支店というところで営業をされておりまして、

そちらの板橋支店の貸し主様から立ち退き要請がございまして、今現在は、そこはもう立ち

退いていまして、臨時の施設で営業を余儀なくされております。手狭な中でやっているんで

すけれども、行く行く宅急便の扱いの個数の増加も勘案した上で、もともとあった板橋支店、

板橋区赤塚にあるんですけれども、そちらのところから３キロ圏内の地域で物件を探してお

りましたが、市街化区域内には、なかなか大型車が通行できるような道路に接している600
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坪以上の広さが必要なものですから、そういった土地がなかなか確保できず、やむなく、ぎ

りぎり３キロ圏内の先ほど申しました下新倉五丁目の本物件の土地にたどり着きまして、こ

ちらは調整区域であるんですけれども、こちらで出店を進めたいという話になりましたので、

また土地の所有者のＫ様自身は、今ご高齢に近づき、いつまで耕作できるかと心配を持って

いたところに、Ｆさんから高効率の集配を行い、安全性、生産性、作業環境、職場環境の向

上を目指して、お使いになるお客様や社員の満足を創造していくという、そういったお考え

に賛同された上で、今回のＦさんからの要請をご承諾されたという流れになっています。

○石田議長 ありがとうございます。

ただいま参考人から説明をしていただきましたが、委員の皆様から何かご質問はあります

でしょうか。

４番、新坂委員。

○新坂委員 図面のとおりを見ると、四隅に外灯を設置されるようですが、こちらの営業所は

24時間営業となりますか。

○石田議長 Ｌさん。

○参考人（Ｌ） こちらの営業時間は、平日、土日祝日と書いてあるんですけれども、営業所

の営業時間ということであれば、午前８時から21時まで、当日、発送受付などは19時まで受

け付けています。

集配車、搬入などは朝早いときは５時からございまして、大型車が搬入するというふうに

お話ししましたけれども、そちらについては、シーズンにもよるんですが、日に４台から６

台、朝早いときは５時に１台、昼過ぎに１台、夕方４時頃と６時、７時と、可能性的には９

時なんかで入ってくることがございます。

○石田議長 新坂委員。

○新坂委員 今のお話だと24時間営業ではないということですが、夜間９時頃までは、やはり

外灯をつけて作業されることと思いますが、外灯の光の影響というのは、農作物に多大な影

響があるわけですね。案内図を見ていただくと分かるとおり、北側の隣地並びに水路を挟ん

で東側にも農地がございます。そちらに外灯の明かりが漏れないように、何か対策をされる

予定はありますか。

○石田議長 Ｌさん。

○参考人（Ｌ） 今のところ、図面どおりの計画をしていると思いますので、仮に光、他の営

業所等も農作物に限らず、民家があって光が部屋がちょっとまぶしい、そういったご要望に
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対しては、適宜こちらは誠意を持って、光が漏れないような壁を設置するとか、そういった

対策は行っているところがございますので、それは適宜対応していくという話になるかと思

います。

○石田議長 新坂委員。

○新坂委員 今、前向きなご回答をいただいたのですが、光の向きとか、あとは外灯のカバー

とか、そのような対応を農業委員としてはしていただくよう要望いたします。

○石田議長 Ｌさん。

○参考人（Ｌ） 弊社代表と、あと土地所有者のＫ様にもご連絡して、農業委員会様からのご

要望ということでお伝えしておきます。

○石田議長 よろしくお願いします。

その他、質問ございますでしょうか。

６番、山﨑とよ子委員。

○山﨑（と）委員 申請地の東側には下新倉小学校がありますけれども、通学路になっていま

すので、そこら辺の配慮というのはどのようにお考えですか。

○石田議長 Ｌさん。

○参考人（Ｌ） Ｆ様の中でも、そういった大型車が搬入されたり、配達車が日々入ってきま

すので、それについては当然、出るときは一時停止、さらに、左右出るときには安全確認を

徹底されて、道路の規制に基づいて行っております。そこが一番大切なところになっており

ますので、そこについてはご迷惑をお掛けすることなく営業していると聞いております。

○石田議長 山﨑とよ子委員。

○山﨑（と）委員 今の件につきましては、くれぐれもご配慮いただきたいので、お伝えいた

だきたいと思います。

よろしいですか、それからもう一つですが、反対側の西側の道路につきましてですけれど

も、Ｆさんも大型車ということですが、結構交通量が多いと思うんですね、トラック等が結

構通っているようなので、長時間の駐車、停車というのを避けていただけるようなご配慮を

お願いしたいと思うんですけれども。

○石田議長 Ｌさん。

○参考人（Ｌ） Ｆさんに限っては、どの営業所も、うちも今、３営業所の管理を任されてい

るんですけれども、路上駐車というのは、基本的にはされません。2,000平米近くのこの土

地の中に、建物は500平米、２階建てなので延べでいうと660平米ぐらいあるんですが、その
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他は全て駐車場となっておりまして、中でも大型車の展開であったり、配達車の駐車スペー

スも十二分に確保して建築しておりますので、路上の駐車はまずないと思います。

○石田議長 その他、質問はありますでしょうか。よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、質問がないようですので、Ｌさん、本日は大変ご苦労さまでした。ありが

とうございました。

○参考人（Ｌ） ありがとうございました。

（参考人退室）

○石田議長 それでは、皆様から何かありますでしょうか。

よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、採決に移らせていただきます。

この議案につきまして許可相当ということに賛成の方は挙手をお願いいたします。

（賛成者挙手）

○石田議長 全員賛成。

よって、この議案は許可相当といたします。

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

◎協議事項

①平成３１年和光市農業委員会１月総会の日程について

○石田議長 続きまして、協議事項に移ります。

協議事項①平成31年和光市農業委員会１月総会の日程について、事務局より説明をお願い

いたします。

○事務局（野口） 協議事項①の１月の農業委員会総会の日程についてですが、１月30日水曜

日午前10時からを提案させていただきます。場所は、庁議室です。ご協議のほどよろしくお

願いいたします。

また、２月の総会については、２月26日火曜日午前10時を候補日と考えております。

説明は以上です。

○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、１月は１月30日水曜日午前10時で、都合の悪い

方はいらっしゃいますでしょうか。
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（発言する者なし）

○石田議長 それでは、１月30日の午前10時から庁議室ということでお願いいたします。

また、２月は２月26日を予定していますが、ここについて都合の悪い方はいらっしゃいま

すでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、１月の総会でまたお聞きしますが、２月26日ということで予定をしますの

で、予定をあけてもらいますよう、よろしくお願いします。

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

②平成３０年度第３回農地利用状況調査の審査について

○石田議長 続きまして、協議事項②平成30年度第３回農地利用状況調査の審査について、事

務局より説明をお願いいたします。

○事務局（野口） 協議事項②の平成30年度第３回農地利用状況調査の審査について説明いた

します。

ご多用の中、ご協力いただきました委員の皆様、ありがとうございました。今回は12月12

日午前に新倉、丸山台地区を、12月13日午後に下新倉、南、白子地区の調査を実施いたしま

した。調査結果につきましては、お配りしました資料１をご覧ください。対象農地の写真に

つきましては、これからスクリーンに映しますのでご確認ください。

今年度３回目の調査になりますので、これまでの指導対象になっていた農地、農業委員の

皆様からご連絡いただいた農地のほか、南や白子地区を中心に調査を行いました。点数につ

きましても前回同様となりますが、管理区分と農地区分、整地がされているか、前回も指導

対象となっていたか、隣地が農地であるかによって加点をしております。合計点が４点以上

で指導対象となり、６点以上の場合には強めの指導をすることとなっております。

なお昨日、事務局で今回リストにあがっている農地を再度確認してまいりましたが、Ｏさ

んのみ一部少し刈ったような跡がありました。それ以外は利用状況調査後に管理されていた

農地はありませんでしたのでご報告いたします。

それではまず、下新倉、南、白子地区ですが、１番のＭさんです。前回の利用状況調査の

ときから若干整地がされていますが、やはりまだ改善されておりません。ここは生産緑地で

納税猶予が入っています。強めの指導文書を出すことでよいかご協議ください。

なお、文書には前回調査から整地をしているため、継続して管理する旨と、現状のままで

は引き続き農業経営を行っている旨の証明書の発行はできない旨を記載します。



－18－

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

事務局から説明がありましたが、皆様からはいかがでしょうか。

一応、前回からは少し刈ってはあるとは思いますが、相変わらずちょっと草が多い状況な

ので、前回からやられた努力はちゃんと認めるとして、まだ足りませんという旨の意見とし

て強めの文書、またこのままでは農業経営を行っているということの証明は、ちょっと厳し

いのではないかということをしっかり記載して、強めの文書で出すということというご意見

ですが、皆様いかがでしょうか、それでよろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 いいですか。

では、１番のＭさんのところにつきましては、強めの文書で出すということでよろしくお

願いいたします。

では事務局、続いて説明をお願いいたします。

○事務局（野口） 次に、新倉丸山台地区ですが、１番のＮさんです。改善がされておりませ

んでした。こちらは生産緑地です。強めの指導文書を出すということでよいかご協議くださ

い。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

事務局から説明がありましたが、Ｎさんのところですが、少しいつもどおりのちょっと雑

草が多い状況です。相変わらずですので、また強めの文書ということで解決に向けて進んで

いってもらえたらいいのかなと思います。強めの文書でよろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、強めの文書でお願いいたします。

では続きまして、事務局、よろしくお願いします。

○事務局（野口） 次に、２番と３番のＯさんですが、毎回の利用状況調査で指導文書を出し

ています。前回の総会で、田中委員から、Ｏさんは高齢で農作業が難しいのではないかとの

意見がありました。今回は文書を出すよりも、１月に農業委員会の４部会あるんですが、そ

の遊休農地部会を開催し対応策について検討して、Ｏさんに打診してはどうかと考えており

ます。このような対応でよいかご協議ください。

説明は以上です。
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○石田議長 ありがとうございます。

２班の２番、３番のＯさんにつきましては、大分草も生えていますが、当人も高齢という

ことですので、遊休農地部会で相談をさせてもらって、解決策を模索するということでＯさ

んとも相談して、うまい形で何とかしていきたいと思いますが、そういう方向性でよろしい

でしょうか。

遊休農地部会の方、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、２番、３番のＯさんについては、文書を出さずに、１月の遊休農地部会で

検討するということで進めさせていただきます。

皆さんから何かありますでしょうか、ここまでよろしいですか。

（発言する者なし）

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

③その他

○石田議長 では続きまして、協議事項③その他について、事務局より説明をお願いいたしま

す。

○事務局（野口） 協議事項③その他は、農業委員会としての要望書についてです。

５月総会のときに許可した案件で、Ｐさんが譲渡人でＱが譲受人、新倉三丁目の和光高校

の裏の場所になります。農転した場所と市道と接する部分が斜めになっているため雨水が流

れてきてしまって、隣のＲさんの畑に流れ込んで困っているという相談を数回受けました。

その中で、Ｒさんは市道と自分の畑が接する部分に砂利を入れて、少し高くしてくれないか、

市道を管理する道路安全課に相談してほしいとのことでした。これを受けて、正式に市道路

安全課に文書として要望を出したい旨、このような要望をしてよいか、皆さんでご協議をお

願いします。

また、今後このような相談が農家さんからあれば、農業委員会として文書で要望して改善

していきたいと事務局としては考えています。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

農業委員会として要望書を出すということですが、現地写真は出ないんですか。

○事務局（野口） すみません、ちょっと用意してないです。

以前、現地調査に行っていただいた方は分かったと思うんですけれども、市道が全部砂利
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道になっていまして、そこでちょっと斜めになって、水がどんどん流れてきてしまって、溜

まってしまうというご相談でした。

○石田議長 以前、現地調査で行っているところですので、雨が降ったときは見ていないんで

すが、あそこに水が溜まるということで改善のご要望が出ていますので、農業委員として市

に要望書を提出するということでご了承いただきたいと思います。

皆さん、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、要望書を提出するということで、事務局、手続をよろしくお願いします。

○事務局（野口） 分かりました。

○石田議長 その他、協議事項その他についてはありませんか。

（「ありません」の声あり）

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

諸報告

①会長専決について

○石田議長 それでは、諸報告に移ります。

諸報告①会長専決について、事務局より説明をお願いいたします。

○事務局（野口） 諸報告①会長専決についてですが、今月の会長専決は４条の届出が２件、

５条の届出が５件となっております。

今、スクリーンにお写ししますのでご確認ください。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

ただいま写真を確認していただきましたが、何かご意見、ご質問はありますでしょうか。

よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 なければ、会長専決は以上とします。

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

②農業委員の活動報告について

○石田議長 続きまして、諸報告②農業委員の活動報告について、事務局より説明をお願いい

たします。

○事務局（野口） 農業委員会の活動報告になります。
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11月、12月分の活動の共通事項につきましては、11月29日の「農業委員会11月総会」、12

月３日の「農業関係者懇談会」、12月12日、13日の「第３回農地利用状況調査」、12月19日

の「農地現況調査」と記入してください。それ以外の活動がございましたら報告をお願いし

ます。会議等に出席した場合には、その内容も含めてご報告ください。

なお、鳥井委員におかれましては、新規就農希望者のＳさんの状況もお知らせください。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

では、11月、12月分の活動報告について、委員の皆様に順番に報告していただきます。

まず、私から進めていきます。

11月29日、総会の前ですが、和光市議会12月定例会の開会日で出席いたしました。

続きまして、12月３日、和光市民まつり農産物共進会実行委員会がありました。そちらの

議題は、平成30年度和光市民まつり農産物共進会事業報告並びに決算報告、和光市民まつり

農産物共進会の実施内容に関する意見交換についてを協議いたしました。

その他、12月７日、申請地の工事終了の確認に行きました。

また、12月17日、平成30年和光市議会12月定例会の閉会に出席いたしました。

私は以上です。

続きまして、では３番、田中明委員、お願いいたします。

○田中委員 12月15日、13日に行われた第３回農地利用状況調査、ちょっと私、所用が入りま

して、15日に改めて、自分の担当のところを回らせていただきました。

19日10時から行われたところ、これは大変申し訳ないですが、ドタキャンみたいな形にな

ったんですけれども、しょっちゅう通る場所ですので、いつも現地確認をさせていただいて

おります。

以上でございます。

○石田議長 続きまして、４番、新坂篤司委員、お願いいたします。

○新坂委員 共通事項以外ありません。

○石田議長 続きまして、５番、大熊勲委員、お願いいたします。

○大熊委員 共通事項以外ありません。

○石田議長 続きまして、６番、山﨑とよ子委員、お願いいたします。

○山﨑（と）委員 共通事項のみです。

○石田議長 続きまして、７番、北嶋美栄子委員、お願いいたします。
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○北嶋委員 同じく共通事項のみです。

○石田議長 続きまして、８番、加藤政利委員、お願いいたします。

○加藤委員 12月13日に、相続税納税猶予に関する３年ごとの証明ということで現地確認を行

いました。適正に管理されていましたので、安心して見てこれました。

以上です。

○石田議長 続きまして、９番、山﨑孝明委員、お願いいたします。

○山﨑（孝）委員 共通事項以外はありません。

○石田議長 続きまして、10番、鳥井俊之委員、お願いいたします。

○鳥井委員 12月25日に農地現況を個別で調査に行ってきました。

それと、Ｓさんですが、年末年始は今、お店が忙しいということで、なかなか援農ボラン

ティアに来れない日が多いんですが、それまでは週に１回来ていただいて、来ていただいた

日は非常に動きもよくて、よくやってもらっているんで非常に助かっております。いろんな

仕事を経験してもらいたいとは思っているんですけれども、週に１回ということで、なかな

か同じ作業になってしまったり、うまくいろんなことをやってもらうことは難しいところも

あるんですけれども、今後も続けてやっていただきたいなと思っています。一応３月までの

予定ということで引き続きやってもらいます。

以上です。

○石田議長 続きまして、11番、冨岡正浩委員、お願いいたします。

○冨岡委員 共通事項のみです。

○石田議長 ありがとうございました。

委員の皆様からの報告は以上となります。

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

③その他

○石田議長 諸報告③その他、事務局より説明をお願いいたします。

○事務局（野口） その他、９件ございます。

まず１点目は、本日、都市整備課の担当職員から2022年の特定生産緑地の関係で、今後の

スケジュールができましたので、担当職員からご説明させていただきます。資料につきまし

ては、Ａ４横です。資料番号はないんですが、特定生産緑地指定手続スケジュール（予定）

というのをご覧ください。

自己紹介をして説明をお願いします。
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○都市整備課（本多） 都市整備課の本多と申します。よろしくお願いいたします。

○都市整備課（中澤） 同じく都市整備課の中澤と申します。よろしくお願いいたします。

○石田議長 説明をお願いします。

○都市整備課（中澤） 特定生産緑地指定の手続スケジュールの今後の予定ということで説明

させていただきます。

まず今、行っているものというのが、平成31年１月のところに、生産緑地台帳（情報の確

認方針）ということで、現在、生産緑地台帳というものの内容をしっかりと精査する作業と

いうものを進めております。そちらの作業が終わり次第、生産緑地制度に関する周知を地権

者の方に進めていきたいと考えております。

平成32年になりましたら、今回の特定生産緑地への指定の意向確認というものを通知して

いきたいと考えております。そこから所有者の方からの指定申請書兼同意書の受付というも

のを開始しまして、平成33年３月31日に、そちらの申請書の受付を終了したいと考えており

ます。

そこから特定生産緑地の指定の手続がすぐにありまして、指定書作成ですとか図面の作成

というものがありますので、そちらを都市整備課で進めていきまして、また都市計画審議会

に諮問しないといけないので、そちらの諮問をして告示をして、指定の完了という運びにな

っております。指定の完了が終わりましたら、所有者と農地の利害関係者の方へ指定の通知

を送りたいと考えております。

大まかな流れとましては、以上になるんですけれども、平成31年、今現在行っているもの

としては、台帳の整理周知になりまして、平成32年から指定意向の確認通知、また指定申請

書や同意書の受付を開始する。そして平成33年については手続関係をどんどん進めていくと

いうような流れになっております。

あと、特定生産緑地の指定の期限というものがありまして、指定されてから30年経過する

前までに行わないといけないんですね。今回、当初指定されたものというのが、平成４年の

11月30日指定になっておりますので、平成34年11月30日までに指定の手続の流れになってお

ります。その手続をする際に、こちらに書いてあるとおり特定生産緑地の指定書ですとか指

定図の作成、また都市計画審議会の諮問というものがありますので、今回、都市整備課とし

ましては、手続自体を前もって余裕を持って進めていきたいと考えております。

以上になります。

○石田議長 ありがとうございます。
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委員の皆様からご質問ございますでしょうか、何か質問があれば。

よろしいですか。

８番、加藤委員。

○加藤委員 いつもお世話になります。

他市においては議会に上程とか、そういうスケジュールも組まれているようですけれども、

和光市においては、そういうところはどういう流れになっていますでしょうか。

○都市整備課（本多） こちらは都市計画の決定になりますので、議会の議案とは、案件のも

のとは違う扱いになります。

都市計画審議会というものに意見を聞くというプロセスはあるんですけれども、市議会と

いうものは、こちらのスケジュールにも書かれているとおり、議会には諮るものではござい

ません。

○加藤委員 分かりました。

○石田議長 その他、質問等ございますか。

事務局。

○事務局（野口） 今回このような形で都市整備課からスケジュールが示されました。来年度

にかけて、皆さん、一人一人生産緑地を持っている方に通知を出したり周知していくという

ことですので、皆さんからも、いろいろ農業委員に聞かれることがあると思うんですが、こ

の詳細につきましては、農家だより２月号で、都市整備課と一緒に農家の皆さんに周知して

いきたいと考えていますので、よろしくお願いします。

○石田議長 ありがとうございます。

それでは質問ないようですので、本日はありがとうございました。

○都市整備課（本多・中澤） ありがとうございました。

○石田議長 では、諸報告③その他、次をお願いいたします。

○事務局（野口） ２点目は１月号の農家だよりです。本日配付しました資料２をご覧くださ

い。

修正や何か追記した方が良い点がございましたらご指摘ください。特に問題がないようで

したら、この内容で配布いたします。また、来月号に掲載した方が良い内容がありましたら、

１月10日までに事務局までご連絡ください。

３点目は、１月の各委員の会議等の予定です。

１月16日水曜日10時から都市農業振興計画策定委員会があります。会長と代理と山﨑とよ
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子委員が出席となります。

４点目は、来月に遊休農地部会と農地集積集約部会の同時開催を考えています。案件は、

先月の総会でもご説明しましたＴさんの新倉八丁目の農地のことと、先ほども出ましたが、

Ｏさんの農地についてです。こちらの会につきましては、１月23日水曜日午前10時から市役

所６階の会議室602で両部会を開催したいと考えております。

今、スライドで示しておりますが、ご出席いただく委員は、会長、冨澤委員、田中委員、

加藤委員、山﨑孝明委員、鳥井委員の６名になります。こちらの日程で、皆さん、よろしい

でしょうか。

○石田議長 １月に担い手の農地集積集約化活動グループと遊休農地発生防止解消活動グルー

プにつきまして、合同で会議ということでこの日程になります、

現時点で都合の悪い方、いらっしゃったら、名前の出ている委員さんで。

よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では大丈夫そうなので、これで進めてください。

○事務局（野口） よろしくお願いいたします。

５点目は、2020年農林業センサスに向けた各農家等への調査についてです。2019年12月頃

から調査が始まるとの連絡がありましたので、情報提供をさせていただきます。

６点目は改めての連絡となりますが、来年１月30日、こちらは総会の日と同じ日です。あ

さか野農業協同組合との合同新年会についてです。開催通知につきましては、本日お手元に

配付いたしました。６時から和光市駅前にて開催しますので、ご予定をお願いします。

７点目は、これまで議案集や資料など、個人情報の入った資料を多数皆様に配付しており

ますが、もし、年末の大掃除などで処分される場合には、紙ごみで捨てず、事務局までお声

かけください。なお、任期中はもちろん処分せずに、ファイルをお配りしていると思います

が、保管するようにお願いいたします。

８点目につきましては、本日置かせていただきましたが、綱紀粛正の関係で県から届きま

した通知をご一読いただければと思います。

あと、年金制度についてのパンフレットについてお配りさせていただきました。

○事務局（渡辺） それでは９点目となります。

先の平成30年12月定例市議会におきまして、農業委員会及び農業振興に関連する一般質問

がございました。この内容につきましてご説明をさせていただきます。
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資料３をご覧ください。

今回の一般質問では、１名の議員さんから質問いただいております。発言順位６番、富澤

啓二議員になります。

ご質問の内容につきまして報告いたします。

発言順位の４、都市農業、農業振興のうち、（１）都市農業保全への学校給食用農地ＰＲ

のご質問になります。ご質問の概要としましては、都市農業振興基本法におきまして、農地

の有効活用と適正保全を目指すこととしておりまして、都市農地を宅地化するべきものから、

あるべきものに位置づけられた。これを受けて、学校給食での農産物使用を市民に周知する

ため、学校給食用農産物栽培農地のＰＲ看板を設置し、和光産和光消と生産緑地の保全のた

めの提案ということの内容となります。

これに対しまして市民環境部長から行う答弁の概要といたしましては、学校給食への和光

産農産物の提供については、自分たちが生産した野菜を子どもたちに食べてもらいたいとの

生産者の声を受け、平成２年６月から開始されております。農地にＰＲ看板を設置する件に

つきましては、広く市民に学校給食用農産物を生産している農地であることを周知できるこ

とにあわせ、生産者の意欲向上などの効果が期待できると考えます。生産者の理解と協力が

必要となることから、農業者団体との意見交換を行い、効果的な実施方法について模索して

いくと答弁をしております。

こちらにつきましては、年明け１月に、毎年、生産者と各学校の栄養士が一堂に会しまし

て、学校給食に関する打ち合わせ会を行います。このような機会に生産者との意見交換を行

いたいと考えております。

報告は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

諸報告、その他は以上ですか。

○事務局（野口） 以上です。

○石田議長 委員の皆様から何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。

よろしいでしょうか、全般で。

田中委員。

○田中委員 議会の関係では事務局長が出席しているのかな。

○事務局長（深野） 出ています。

○田中委員 ちょっと分からないけれども、富澤啓二さん、２番目の社会科見学について、小
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中学校の社会科見学の現状なんだけれども、大人の社会科見学の充実をというのは、どうい

う要旨なんでしょうか。

○事務局長（深野） 生涯学習の観点ですね、そこら辺で見聞を広めるというか、そういうこ

とを提案しています。

○田中委員 通常、私の記憶するところで、子どもたちには正直に勉強の中で教えるんだけれ

ども、小中学校というのは社会科という科目がある。だから社会科は使える、社会科見学と

いうけれども、大人の場合は生涯学習であれ、科はつかないはずなんだけれども、そういう

ふうに感じたものですから。大人の場合は、たしか社会見学の充実というふうに入ってくる

のではないかと。科は科目として取り入れているものではないから。

○石田議長 その他、皆様から何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 それでは、本日の議事は以上となります。

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

◎閉会

○石田議長 本日もスムーズな議事運営に協力していただき、ありがとうございます。

これで平成30年和光市農業委員会12月総会を閉会といたします。

皆様お疲れさまでした。ありがとうございました。

閉会 午前１１時２０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


