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開会 午後 ３時００分

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

◎開会

◎開議

○事務局長（深野） それでは、定刻になりましたので、始めさせていただきます。

農業関係者懇談会につきましては、ありがとうございました。

改めまして、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

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１月総会を開会いたしま

す。

それでは、会長、この後の進行をよろしくお願いいたします。

○石田会長 皆様、こんにちは。改めまして、明けましておめでとうございます。

本日、大変また足元の悪い中、農業関係者懇談会から引き続き農業委員会総会ということ

で、本年も農業委員会の活動へのご尽力をよろしくお願いします。

また、前回の総会で和光市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の策

定をしまして、今年から新たな取組と活動を行ってまいりますので、皆様のご協力をよろし

くお願いします。

それでは、これから平成30年和光市農業委員会１月総会を始めます。

２番、冨澤登委員、３番、田中明委員、６番、山﨑とよ子委員、から欠席の連絡がありま

した。

本日の出席委員は11人中８名ということですので、和光市農業委員会会議規則第６条によ

る定足数に達しておりますので、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、議事録署名人の指名ですが、５番、大熊勲委員、７番、北嶋美栄子委員

にお願いいたします。

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

◎提出議案

議案第１号 生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明願について

○石田議長 それでは、議案に移ります。

議案第１号 生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明願について上程いたし
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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）

○事務局（青木） こちらの生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明願について

ですが、生産緑地の指定を受けていた農地で農業経営をしていた方が亡くなられたり、故障

で農業に従事することができなくなった場合に生産緑地を解除することができます。生産緑

地を解除したい方は、和光市に買取り申出をしますが、その場合の必要添付書類となります。

生産緑地指定が解除されますと農地転用が可能ということになります。

今回、農業委員会に提出された主たる従事者等についての証明では、解除する生産緑地に

ついて、Ａさんが存命であった時点において、その生産緑地の主たる従事者として農業に従

事していたかどうかを審査するものでございます。主たる従事者といいますのは、当該生産

緑地における農業経営に欠かすことのできない者のことを示しております。例えば畑に出て

農作業をすることや作業場における梱包作業等、農業経営面に経済的に支えていた、意見等

を示していた等が該当いたします。

今回は、Ａさんが平成29年２月22日で亡くなられたことに伴い、息子のＢさんからの申請

となります。Ａさんは69歳で逝去されましたが、ご存命のとき当該地は区画整理中で、使用

収益停止しておりましたが、停止する前まで畑に出て耕作しておりました。農地の現在の状

況につきましては、１月11日、冨岡会長代理にご同行願いまして確認をしてまいりましたが、

問題となるような圃場ではなかったように見受けられます。

以上を踏まえての申請でございます。

土地の管理状況は、今、写真をスクリーンに映しますので、ご覧ください。

ご審議をよろしくお願いします。

○石田議長 ありがとうございます。

ただいま写真をスクリーンで映しております。ご覧ください。

合わせて、11番、冨岡会長代理が現地を確認してきていただきましたので、冨岡会長代理

から確認の結果の報告をよろしくお願いします。

○冨岡委員 この生産緑地に係る主たる従事者等についての証明願についてですが、Ａさんが

生存のときの畑の状況というのは、今のこの区画整理の中の仮換地の場所がここであって、

その前の畑というのは、申し訳ないんですけれども、確認をまずもうとれない状況なので、

今現在、この畑を見ていただくしかないかなと思います。
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○石田議長 ありがとうございます。

この議案につきましてご意見、ご質問等ございますでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 よろしいでしょうか。

それでは、採決に移らせていただいてよろしいでしょうか。

では、この議案につきまし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。

よって、この議案は承認されました。

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

◎協議事項

①平成３０年和光市農業委員会２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30年和光市農業委員会２月総会の日程について、事務局より説明をよろし

くお願いします。

○事務局（青木） 協議事項①、平成30年和光市農業委員会２月総会ですが、26日の月曜日の

午前中か28日水曜日の午前、午後でお願いいたします。場所は、議会中ということで第二委

員会室がとれませんが、26日が６階の602会議室、28日がまだ未定です。会議室については

まだ未定ですが、こちらのどちらかでお願いいたします。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

それでは、ただいま事務局から示された案が２日間、26日の月曜日午前中、もしくは28日

の水曜日午前と午後のどちらかということですが、皆様のご都合はいかがでしょうか。

どちらか都合の悪い方、もしくはここがいいという方はいらっしゃいますか。

事務局は、午後がいいですか。

○事務局（青木） 事務局としては午後がいいです。

○石田議長 では、２月28日水曜日の午後２時、14時から、場所はこの後確認してご連絡とい

うことでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、よろしくお願いします。
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──────────────────────────────────────────

②その他

○石田議長 続きまして、協議事項、その他。

事務局、よろしくお願いします。

○事務局（青木） 続きまして、協議事項、その他ですが、和光市総合振興計画審議会委員の

推薦についてでございます。

前回も協議をしていただきましたので、詳細な説明は省略いたしますが、企画部政策課か

ら１名の推薦依頼が来ておりますので、選出をお願いいたします。

以上です。

○石田議長 では、総合振興計画審議会委員の推薦ですが、どなたか立候補する方いますでし

ょうか。

それでは、私からお聞きします。北嶋委員、いかがでしょうか。

○北嶋委員 分かりました。

○石田議長 ありがとうございます。

北嶋委員は元市の職員で、総合振興計画の内容にも精通されていますし、男女共同参画と

いうことからも適任であると考えますので、ぜひともよろしくお願いします。

では、続きまして、その他の協議事項がありますでしょうか、事務局。

○事務局（青木） 特にありません。

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

◎諸報告

①会長専決について

○石田議長 では、続きまして、諸報告に移ります。

①会長専決について。

事務局、よろしくお願いします。

○事務局（青木） 諸報告①会長専決について。

議案書の４ページをご覧ください。

番号１の案件ですが、こちらは相続による所有権の移転に伴う３条の届出になります。

続いて、５ページの番号２番の案件ですが、５条の届出になりまして、借地権を設定する

一時転用になりまして、農地の一部を転用するものです。スクリーンで写真を映しますので、

ご覧ください。
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次の６ページに移ります。こちらは５条の届出で、所有権の移転になります。もともとの

地主から不動産会社への所有権が移転したものが、実際に買主が決定したことにより、また、

区画整理地内では所有権がかわるたびに申請が必要になることから、申請がされたものにな

ります。基本的には和光市では、一度農地転用を受けたところは、畑以外のものになる、農

地法の手から放れるという解釈により、２度目の転用は受け付けておりません。ただし、区

画整理地内では、事業を行っている間、登記所が地目の変更を行わないことから、所有権が

変更するたびに受け付けております。

次の７ページの案件も、この理由からの申請になります。５番は既に共同住宅になってお

ります。こちらが５番の案件で、共同住宅になっているもので、その次が、６番のコンビニ

エンスストアが建築されているところになっておりまして、両方とも何年か経過しており、

ここで再び所有権を移転するものになります。

次の８ページの５条の案件になりますが、こちらも先ほどの６ページの案件と同じ内容で、

場所も同じところになります。建売分譲５棟のうちの１棟になります。

今回の会長専決７件とも問題はありません。

説明は以上となります。

○石田議長 では、会長専決について何かご質問、ご意見ありますでしょうか。

事務局。

○事務局（青木） 補足で説明させていただきますが、まず議案書の名称についてです。今回

から平成30年和光市農業委員会１月総会という形で１月から進めさせていただきます。今ま

では回数を数えていたところでありますが、今度からは平成何十年の何月総会という形でや

っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

それと、議案の番号ですけれども、今まで議案番号がその月ごとで１番から数えておりま

したが、これを年間で通して数える形にさせていただきたいと考えております。これは議会

と同様の形にしていきたいというものになります。

それから、今、会長専決で見ていただいた部分で、案内図と公図がついておりますけれど

も、次回からこちらの届出と議案については案内図だけの添付で作成させていただきたいと

考えております。案内図があれば場所が特定できると考えておりますので、公図は省略させ

ていただきます。

なお、公図は、添付書類として提出しており、手元にはございますので、何かあったとき

は質問をしていただければお見せできますので、よろしくお願いいたします。
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○石田議長 写真の掲載についてはどうなります。

○事務局（青木） 農地法第３条、第４条、第５条の許可及び届出、相続税の納税猶予に関す

る適格者証明申請、生産緑地に係る主たる従事者等についての証明願については、プロジェ

クターで写真を映しますので、農業委員会委員の皆さんに確認していただきたいと考えてお

ります。

以上です。

○石田議長 それでは、会長専決について何かご質問、ご意見あり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。

なければ、会長専決は以上となります。

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

②その他

○石田議長 次に移ります。

諸報告②その他。

事務局、よろしくお願いします。

○事務局（青木） 諸報告②その他ですが、４点ほどございます。

まず１点目は、農地の利用状況調査の経過報告でございます。

委員の皆様におきましては、12月の現地調査を行っていただきましてありがとうございま

した。

その後、総会で審議した結果に基づいて６人の方に指導文書を送付したところ、改善され

たところがありましたので、写真で、スクリーンでご報告いたします。

今映っているところが、Ｃさんの畑になります。こちらがこのような形できれいに改善さ

れておりました。

続きまして、ＤさんとＥさんの畑になります。真ん中に刈った草があるのが見受けられる

と思います。このような形で改善されております。

こちらが新倉７丁目のＦさんの畑になります。このような状態から、まだ奥のほうは一部

残っているんですが、順番に保全管理しているということでご本人から報告がありました。

次に、下新倉３丁目のＧさんのところが今５分４ぐらい改善されている状況で、ここで木

曜日までに草を管理するという報告がありました。

その他のところは、また改善されておりましたら報告を随時したいと考えておりますので、
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よろしくお願いします。

○石田議長 農地利用状況調査の経過報告については、ほぼ改善されている状況ですが、一部

残っているところは引き続き再度報告ということでお願いいたします。

この件につきまして委員さんからご意見等ございますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいでしょうか。

では、続きまして、諸報告その他、事務局、よろしくお願いします。

○事務局（青木） 諸報告その他の２点目は、平成29年度朝霞地区農業委員会連絡協議会委員

研修会についてでございます。

こちらは、２月14日水曜日に午後３時30分から志木市の「いろは遊学館」で委員研修会が

開催されます。

内容については、「都市農業について」という演題で東京大学の安藤光義教授が講師とな

ります。

○石田議長 ご意見ございますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいでしょうか。

では、次にいかせていただきます。

では、諸報告その他、次をお願いします。

○事務局（青木） その他の３点目ですけれども、７月10日に審議をしていただいた４条の許

可の関係で、先日、田中委員と北嶋委員に同行いただきまして工事完了検査を行ってまいり

ました。行ったところ、こちらの水道の立上げの部分が、審議したときの図面と違う部分に

設置されておりまして、審議したときは、入口を入って左側でしたが、実際についていたの

が、入口を入って右側になっておりました。

○石田議長 どこが入口かというのが分からない。

○事務局（青木） スクリーンの右上に、敷地の中、ピンクでマーカーをしたんですけれども、

この下が出入り口になっているんですけれども、当初の計画のところで、水道管を取出そう

としましたところ、道路が掘削されていて、掘りづらくなっているという状況だったという

ことで、急遽位置を変更したということで、こちらについては理由書を提出してもらってお

ります。

○石田議長 場所はどこになりますか。
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○事務局（青木） 場所が、下新倉６丁目＊＊番で、７月に農地法第４条が２件、Ｈさんの案

件で出ていたんですけれども、その２件のうち、道路を挟んで西側の部分の農地転用許可さ

れた場所になります。株式会社Ｉ、資材置場兼駐車場ということで許可をした案件になりま

す。

こちらは県の担当にも報告して確認しているんですけれども、工事内容が変わるような変

更ではないので、今回はこの図面を差しかえて、理由書も提出してもらうという形で、代理

人も、Ｊのところですので、今後はこういうことが無いように、工事を完了した後の形の図

面で提出してもらえるように指導をしたところでございます。

報告は以上になります。

○石田議長 今回の変更について、工事内容が変わるような変更ではないということで、変更

した図面と理由書の提出という対応でお願いいたします。

とはいえ、皆さんの初めての案件ということで、水道の排水について等の質問をしたと思

うので、水道の位置が変わってしまうというのは、せっかく皆さんで質問等々をしたのに、

変更したことは残念だなということを思いますが、大きく変わって全体の変更ではないとい

うことで、土地利用計画図を差換えるということでお願いしたいと思います。

この件で皆様からご意見等ございますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいでしょうか。

では、次にいかせいただきます。

諸報告その他。

事務局、よろしくお願いします。

○事務局（青木） 諸報告の４点目ですけれども、委員さんの活動報告になります。

12月、１月分の共通事項につきましては、ただいまスクリーンに映しますので、ご覧くだ

さい。

共通事項につきましては、12月21日の第６回和光市農業委員会総会、こちらの件になりま

す。それ以外の活動がございましたら報告をお願いいたします。

以上です。

○石田議長 では、12月、１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。

それでは、私から進めていきます。
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12月23日、畑中前委員さんからお電話をいただき、また、来訪で相談を受けました。

１月11日、会長専決がありました。

１月19日、また別の方の来訪で相談を受けました。

１月21日、西本村支部の新年会に出席いたしました。

そして１月22日、昨日ですが、１月の総会の打ち合わせということで出席させていただき

ました。

以上です。

では、続きまして、４番の新坂篤司委員、お願いします。

○新坂委員 共通事項どおりでございます。

○石田議長 続きまして、５番、大熊委員、よろしくお願いします。

○大熊委員 12月28日に引き続き農業経営を行っている旨の証明願の現地確認ということで２

件ございました。事務局同行で圃場を確認しました。

１月11日、同じく引き続き農業経営を行っている旨の証明願の現地確認で、圃場確認１件、

事務局と同行いたしました。

以上です。

○石田議長 ７番、北嶋美栄子委員、お願いします。

○北嶋委員 共通事項の他に和光市総合振興計画審議会委員の推薦の件で事務局に来訪されま

して、和光市総合振興計画審議会の委員の打診がありました。

○石田議長 では、続きまして、８番、加藤政利委員、お願いします。

○加藤委員 共通事項以降はありませんでした。

○石田議長 ９番、山﨑孝明委員、お願いします。

○山﨑（孝）委員 共通事項の他に、12月26日、総会議事録の署名に来ました。

以上です。

○石田議長 続きまして、10番、鳥井俊之委員、お願いします。

○鳥井委員 １月17日に、引き続き農業経営を行っている旨の証明願の提出に伴いまして、農

地の利用状況の確認を事務局とともに行いました。

以上です。

○石田議長 続きまして、11番、冨岡正浩委員、お願いします。

○冨岡委員 １月10日に農地関係諸証明の現地確認にまいりました。

以上です。
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○石田議長 ありがとうございます。

その他、皆様から何かありますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいですか。

では、諸報告その他、事務局からその他何かありますか。

○事務局（青木） ありません。

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

◎閉会

○石田議長 それでは、本日の内容は以上となります。

長時間にわたりまして貴重なご審議ありがとうございました。

皆様のご協力によりましてスムーズな進行ができました。

以上で平成30年和光市農業委員会１月総会を終了いたします。

閉会 午後 ３時４０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


