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開会 午後 ２時００分

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

◎開会

◎開議

○事務局長（深野） 委員の皆様、こんにちは。

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２月総会を開会いたしま

す。

本日配付している資料がございます。資料１から資料６、こちらをお配りしていますので、

不足が有れば申し出てください。

それでは、会長よろしくお願いいたします。

○石田会長 それでは、改めましてこんにちは。

先日は、朝霞地区農業委員会連絡協議会委員研修会及び懇親会、大変お疲れさまでした。

講演でも話しておりましたが、都市農業について生産緑地の納税猶予の適用を受けている農

地でも賃貸借が可能になるという政策の転換でありますので、ますます農業委員会の役割が

重要となってきております。今後ともご尽力を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２月総会を始めます。

本日、３番、田中委員から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、議事録署名委員ですが、２番、冨澤登委員、６番、山﨑とよ子委員を指

名します。

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

◎提出議案

議案第２号 農地法第３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２号 農地法第３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します。

（事務局議案第２号朗読）
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○事務局（青木） ここで、添付書類について説明いたします。

作付計画書につきましては、取得した農地においてのこれからの経営計画を示すもので、

農地において耕作する人、家族、それぞれの従事日数、作付する種類と面積、肥培管理の計

画、必要な労働量などが記載されております。

続いて、誓約書ですけれども、こちらは今後３年間で３作以上耕作することを誓約してお

ります。

次に、確約書ですが、４点遵守することを確約しております。内容を読み上げます。１、

地域の農業の維持発展に関する話合い活動等への参加を求められた場合は、特段の事情が無

い限りその活動には地域農業者の一員として参加します。２、農道、水路、ため池等の共同

利用施設の取り決めを遵守し、良好な環境の維持に努めます。３、獣害被害対策への協力を

します。４、農地については不耕作地が発生することの無いよう常に適切な利用状況のもと

管理しますという内容で、周囲の営農条件を乱すことの無いよう耕作や農業経営を行うこと

を確約しております。

それでは、内容について詳しく説明をさせていただきます。

本案件の農地法第３条の許可申請は、農地を農地のまま耕作する目的で所有権の移転を設

定するものです。農地法第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Ａさんが譲受人で、譲渡人のＢ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となっております。

それでは、農地法第３条の許可基準をご説明します。

４つの基準がありまして、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し

ます。こちらは、２月21日に田中委員と北嶋委員とともにＡ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、北嶋委員に後ほど報告をしていただきますが、畑の状況はスクリーンで写真

を映しますので、ご覧ください。

耕作されている状況や耕うんし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

つきまして問題無いと考えられます。

ここは土壌改良した後、今、こういう状況になっております。良質な赤土を入れたところ

でございます。今後、耕作していく予定となっております。
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あと１カ所は、次の議案の申請地、皆さん見に行きましたけれども、そのすぐ隣、墓地の

前の角の畑がＡさんの畑になります。そちらもきれいに耕作されておりました。

所有している畑については以上になります。

続きまして、２つ目の要件ですけれども、常時従事要件というもので、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という点と、取得者やその世帯人が自ら農作業に従

事するかどうかを判断します。こちらは、譲受人であるＡさんご自身が年間従事日数300日、

奥様が150日ですので、問題ありません。

３つ目が下限面積要件でして、農地を取得後の経営面積が5,000平米以上となっているか

というものですが、5,000平米以上の農家に農地を取得してもらうことで、農産物の生産性

を上げていこうというものです。譲受人は現在既に6,928平米を所有、耕作しておりますの

で、問題ございません。

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です。こちらは、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きたすので許可できな

いという判断になりますが、申請地は譲受人が所有している農地に隣接し、取得後はカブを

栽培する予定しており、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

特に起こらないと考えております。

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られます。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございました。

ただいま写真を見ていただきましたが、３番、田中委員と７番、北嶋委員が現地を確認し

に行ってくださいました。

それでは、北嶋委員から確認の結果の報告をよろしくお願いします。

○北嶋委員 ２月21日に、田中委員と事務局２名とともにＡさんの畑を見てきました。自宅そ

ばにあるビニールハウスではいちごを栽培し、調整区域の畑では長ネギやブロッコリーが栽

培されておりました。一部の畑は土壌改良を行っていますので、今後も一生懸命耕作される

と考えられますので、全部耕作要件に問題は無いと思います。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。
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この議案につきまして、ご意見、ご質問等ありましたらお願いいたします。

よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 それでは、採決に移ります。

この議案につきまして、承認ということに賛成の方は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。

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

議案第３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３号 農地法第５条許可申請について上程いたします。

事務局より説明をお願いします。

（事務局議案第３号朗読）

○事務局（青木） 続いて、審査の内容について説明いたします。

農地法第５条許可申請は、市街化調整区域内の農地において、所有権や賃借権等の権利の

移転が伴う申請で、設定を受ける者、譲受人や賃借人の資金により農地以外の資材置場や駐

車場に転用するための申請で、県知事の許可が必要となります。

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

案件について審議をし、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。

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

考えていたところ、土木建設工事を主たる業務とする有限会社Ｄが現在和光市下新倉五丁目

で借りている駐車場が車の出入りに支障を来しており、かつ現在の賃貸より申請地を購入し

て使用したほうが経費節減になるということで、代替地を探しているという情報が入りまし

た。そこで、有限会社Ｄに申請地を売買し、譲受人の資金で駐車場を造成する内容で合意に

至り、農地転用の申請を行っております。

議案書の５ページの平面図をご覧ください。

申請地は３トントラック９台、４トントラック６台、８トントラック17台の合計32台の駐

車場として使用する予定です。駐車場の工事概要ですが、申請地は東側を開口部として幅６

メートルの出入口を設けます。場内全体は整地・転圧後、砕石を20センチの厚さで敷き、転
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圧して仕上げます。周囲は出入り口を除きブロック３段積みの上にネットフェンス60センチ

を設置し、出入り口部分には議案書の６ページの立面図のようにチェーンを設置します。

再び５ページの平面図をご覧ください。

東側と西側は水路に接しておりますが、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。

附帯設備である散水栓、防犯灯、防犯カメラ等は設置しない予定です。

それでは、農地法第５条の許可基準について、本案件と照らし合わせながら説明いたしま

す。

審査基準は、農地法第４条と同じでございます。

まず、申請目的実現の確実性についてでございますが、こちらは他の法令の条件もクリア

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です。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法令との調整は必要ござ

いません。

次に、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。

次に、計画面積の妥当性です。こちらは、農地の保護と確保のため、転用面積が必要最小

限かどうかという点になります。平面図に示された配置ですが、５ページになりますが、こ

ちらの配置で予定台数の収容と使用方法により妥当な面積と判断しております。

続いて、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、通風など周辺農地生産条件への影響についてですが、照明や水道の附帯設

備の設置は無く、影響は無い見込みです。また、敷地境界にはブロックを積む計画であり、

役所において計画どおりの利用を確約しており、被害防除措置もされており、問題無いと判

断しております。

続きまして、隣地の農地所有者の同意ですが、北側農地所有者のＥ氏、Ｆ氏、Ｇ氏、南側

農地所有者のＡ氏に何ら異議無く同意を得ております。

続きまして、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や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、当該地が農地法施行規則第46条、宅地化の状況から見て、第

３種の場合における住宅等または公共施設等が連檐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
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未満である状況であり、転用可能な第２種農地と判断することが可能です。

こちらのスクリーンを見ていただき、ご説明いたします。

こちらが農地が10ヘクタール未満であるということを示しておりますが、大きい道路以外

の道路は農地同士なっていると、そこはつながっているという判断になります。水道道路の

ような県道とか国道とか和光市道でも大きいような道路は、通りの激しい大きい道路はそこ

で遮断されるという判断になるんですけれども、隣に農地があるところは全てつながってい

くというような範囲になっています。

それから、これの農地の面積が２万350平米という形ですので、10ヘクタール未満という

ことで第２種農地に該当、まず要件の一つが該当しているということです。

続きまして、市街地からおおむね500メートル以内の図ですけれども、こちらの下新倉小

学校がある南側の交差点のところがちょうど市街化区域と調整区域の境になりまして、そこ

から申請地までをはかっております。こちらの距離が470メートルということで、こちらが

敷地内全体が500メートル以内におさまっていることが条件となっておりますけれども、こ

れにも該当しております。これによりまして、転用可能な第２種農地と判断することが可能

です。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございました。

和光市農業委員会では、議案が提出された場合、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総会に呼びまして、申請までの経緯や工事の概要、民地及び周辺

環境への配慮等も説明をしていただいております。参考人の説明に対しまして疑問や意見を

述べてください。

それでは、参考人をお呼びしようと思いますが、皆様、よろしいでしょうか。大丈夫です

か。

（発言する者なし）

○石田議長 では、参考人をお願いいたします。

（参考人入室）

○石田議長 それでは、紹介します。議案第３号の代理人といたしまして、Ｈ株式会社、代表

取締役Ｉさんに来ていただきました。Ｉさん、本日はお忙しいところご苦労さまです。

和光市農業委員会では、転用の案件を提出いたしますと、農業委員会等に関する法律第35

条第１項の規定により、関係者の方に総会に来ていただき、許可申請の内容を説明してもら
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います。その後、農業委員からの質問に答えていただくことになっております。

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、発言は挙手により議

長の許可を得てから行ってください。

それでは、本案件の申請に至る経緯について説明をよろしくお願いいたします。

○参考人（Ｉ） よろしいですか。

今回の土地については、一応売り主さんと買い主さん共同で申請いたしました。それで、

その売買に関して説明するということですか。

○石田議長 申請に至る経緯についての説明をお願いします。

○参考人（Ｉ） 売り主様から依頼されまして、売り主さんでも債務があるのでどうしても売

らざるを得ないというような経緯で、私ども今買い主さんへ紹介して申請したとおりです。

○石田議長 工事の計画の概要を説明してください。

○参考人（Ｉ） 計画としましては、駐車場です。駐車場、皆さんのところお手元に行ってい

ると思うんですけれども、図面が。約30台ちょっとですか、それが駐車場として使用いたし

ます。車については大体２トンダンプですね。２トンと３トンが主な車です、置く場所とし

ては。

○石田議長 Ｉさん、８トンダンプが結構多いんですけれども。

○参考人（Ｉ） ８トンと４トンですか。とにかくその台数の置く図面上には現在はありませ

ん。許可がおりてから購入する予定らしいです。許可がおりないとまだ車の置くところが無

いので。

○石田議長 よろしいですか。ありがとうございました。

すみません、１ついいですか。現在使われている駐車場から車を移転するという形。

○参考人（Ｉ） そうです、はい。今現在近所に借りております。その借りているところから

移動するという形です。今、ちょうど家賃が高いものですから、借り主さんの。とても大変

だというので、それだったら近くの駐車場に、購入して駐車場にして使いたいということで

す。

○石田議長 新たに購入する予定はありますか。

○参考人（Ｉ） 購入するのはそれは何台か、あそこでは買い主さんはその駐車場に基づいた

台数を購入するのか、あるいは１台か２台しか買えないのか、ちょっとそこまで財産のこと

は把握しておりません。

○石田議長 分かりました。
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それでは、委員の皆様、質問等ございましたらお願いいたします。

11番、冨岡委員。

○冨岡委員 現在使用している資材置場に２階建てのプレハブが置いてあったというのを聞い

ておるんですが、それは撤去したというのも見ております。でも、今後そのプレハブを今現

在のところにまた戻したりとか、申請地に置くなり、そういう計画等は全くございませんか。

○石田議長 Ｉさん。

○参考人（Ｉ） 購入者は一切、もうそういうものは、今まで取り壊したところはもう何十年

も前から借りていたらしいんですよ、その取り壊したプレハブは。そのまま置いておいたと

ころ、今回こういう購入するに当たって撤去してくれということで、そのプレハブは全部撤

去しました。

○石田議長 11番、冨岡委員。

○冨岡委員 市街化調整区域に違反建築などを置くということは、確約書にあるとおり、置か

ないように気をつけていただきたいと思います。

○石田議長 Ｉさん。

○参考人（Ｉ） それは十分ご本人様には伝えてあります。そういうことは一切しないでくれ

と。

○石田議長 11番、冨岡委員。

○冨岡委員 以上です。

○石田議長 その他ご質問ございますでしょうか。

５番、大熊委員。

○大熊委員 仕事上、通勤の車で乗ってきた場合、トラックに乗りかえるときに出入り付近に

とめたりしているようなことがあると思うんですけれども、周りが畑ですので、農家が車を

とめて作業をしますので、その従事者に配慮した形で、また通行や停車していただきたいと

思います。また、奥にもダンプなど大型車両が結構通行しそうなところでございますので、

その辺の配慮を使用業者にひとつよろしくお伝えをいただきたいと思いますので、お願いし

ます。

○石田議長 Ｉさん。

○参考人（Ｉ） それは十分説明して徹底するようにお願いしておきます。

○石田議長 ５番、大熊委員。

○大熊委員 よろしくお願いします。
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○石田議長 その他ありますでしょうか。

10番、鳥井委員。

○鳥井委員 今回の申請地まで、水道道路から申請地まで車両がたくさん通っていく、入って

いくのではないかと思うんですが、水道道路から申請地までですと周りに農地がたくさんあ

りますので、今回、計画図を見ますと32台という、３トンから８トンまでの車両が駐車され

るということを想定されていますので、周りの農家に支障をきたさないように低速で走行し

ていただけるようにお伝えいただけますでしょうか。

○石田議長 Ｉさん。

○参考人（Ｉ） それは十分会社代表者には通達しておきますので、よろしくお願いします。

○石田議長 その他ありますでしょうか。

７番、北嶋委員。

○北嶋委員 平面図を見ますと８トントラックが結構ありまして、奥にも８トントラックを停

めている図になっているんですけれども、８トントラックの大型は手前に停めたほうが停め

やすいのではないかと思ったんですけれども、いかがでしょうか。

○石田議長 Ｉさん。

○参考人（Ｉ） これは私も、ちょっと車の配置については奥に置くか手前に置くかは実際造

成工事が終わってからの話だと思うんですね。

ですから、できれば、大きいほうを手前に置いちゃうと出入りの関係で、奥に大きいもの

を置いたほうが出入りの関係で都合がいいのではないかと思うので、その辺のところはこれ

からの使用車についてはきちっと、聞いておきますけれども、どういうような配置で置くの

かということは。恐らく入り口に置くと、やっぱり出入りの関係で大きいのはちょっと長さ

がありますから、ですからそんな関係で奥に置いてあるほうが出入りしやすいのではないか

ということでやっていると思います。

以上です。

○石田議長 その他ご質問ありますでしょうか。

９番、山﨑孝明委員。

○山﨑（孝）委員 立面図を見ますと、地面からブロック３段、フェンス60センチとあります

けれども、このＧＬってどちらなんでしょう。道路からＧＬが始まるわけですか。

○石田議長 Ｉさん。

○参考人（Ｉ） そうです。
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○石田議長 ９番、山﨑孝明委員。

○山﨑（孝）委員 では、もう一つお聞きしたいんですけれども、道路から３段積んだ状態で

は、土は盛り土がしてあるので、土自体は50センチぐらい高くなってくるんです。そうしま

すと、道路の高さから３段だと、隣の畑の境界との高さは変わらないのではないでしょうか。

○石田議長 Ｉさん。

○参考人（Ｉ） ＧＬから３段というと、60センチ上がるんですよ。ブロックが20センチです

から。だから、60センチ上がります。そこから60センチの網のフェンスをかけるわけです、

境界上に。

○石田議長 ９番、山﨑委員。

○山﨑（孝）委員 そうしますと、大体のり面が50センチくらいですから、10センチ弱ぐらい

しかブロックは上がらない。そうしますと、駐車場ですので、砂利とかそういう粉砕が周り

の畑に飛び散るのではないでしょうか。

○石田議長 Ｉさん。

○参考人（Ｉ） 今の確かに地盤はちょっと道路よりも上がっています。ですから、それは土

を取ると思います。

○石田議長 ９番、山﨑委員。

○山﨑（孝）委員 少し下げるという意味ですか。

○石田議長 Ｉさん。

○参考人（Ｉ） ええ、下げて。それで砂利、砕石を敷く予定。

○石田議長 ９番、山﨑委員。

○山﨑（孝）委員 それはどのぐらい。

○石田議長 Ｉさん。

○参考人（Ｉ） 恐らく今の段階ですと約二、三十センチは削るのかなとは私も見ていますけ

れども。実際に隣地との境界上の地盤としては、約ブロック２段は最低下げないと、使いづ

らいのではないかなという話はしております。

○石田議長 ９番、山﨑委員。

○山﨑（孝）委員 トラックですので、排気ガス等はどうなんでしょうか。

○石田議長 Ｉさん。

○参考人（Ｉ） よろしいですか。排気ガスに関しては、私はプロではないので、あそこへた

だ停めて夜は自分の乗用車で帰っちゃうわけで。仕事上、昼間だけの出入りの、自分で車で
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来て自分のダンプを運転するところに自分の車を入れて出てくる。

○石田議長 ９番、山﨑委員。

○山﨑（孝）委員 現地は両側畑なので、できる限り車の駐車方法を考えて、排気ガス等を畑

のほうへ吐き散らさないように計画者の方にお伝え願えますか。

○石田議長 Ｉさん。

○参考人（Ｉ） それは十分配慮して、近隣の迷惑にならないような使い方をするよう指導し

ます。

○石田議長 ９番、山﨑委員、よろしいでしょうか。

○山﨑（孝）委員 はい。

○石田議長 その他ご質問ありますでしょうか。

４番、新坂委員。

○新坂委員 確認になるんですが、ご提出いただいた図面を見ると、敷地の周りに鋼板や照明

を設ける記載が無いのですが、今後ずっとそういう予定は。鋼板や照明を設けるという予定

はあるのか無いのかという確認を伺います。

○石田議長 Ｉさん。

○参考人（Ｉ） 今のところは無いです。盗難が今あの辺多いらしいんです。すごい盗難が多

くて、警察へ届けたときにはその車はもう新潟港に行っているとか。とにかく盗まれたらも

う見つからないという。朝霞警察署もそれはもう無理だよと。夜中に盗まれたものは幾らカ

メラに映っていても発見することはできないというようなことを何件も私聞いています、あ

の地域で。ですから、そういうのがあれば、恐らくこの申請者の買い主さんですか、それは

また相談がある、そういう場合が起きた場合は。今のところはまだそういうのにぶつかって

いない。ただ、バッテリーとかそういうのは外されて持っていかれちゃうんだそうです。そ

れで、皆さん鋼板を買って、厳重な状態で中に入れないというようなことでやっているらし

いですね。ただ、今のところは予算の関係も節約してやらなきゃいけないので、そういう盗

難があったりとか、そういう場合のときにはまた使用者がどういう方法をとるのか。今のと

ころはそういう予定は無いです。

○石田議長 ４番、新坂委員。

○新坂委員 現地は周りが畑ですので、今、Ｄさんが借りているところは水道道路に面して通

りがあるところですが、新しい今度購入する土地は畑で人通りも少ないところですので、今

そういう盗難が多いというお話を聞くと、やはり設けたくなるのではないのかなというのが
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思うところですけれども、一応、購入者さんが今後予定があるのか無いのかというのを聞い

ていただくと幸いでございます。

○石田議長 Ｉさん。

○参考人（Ｉ） 現在のところは私は把握しておりません、そこまでは。ですから、これから

先、３年後４年後にそういう事件が起きたとか、場合には恐らく盗難の鉄柱立てて防犯カメ

ラをつけるというようなことはあるかもしれません。それは私は今のところでは全然そうい

うのをつけたりとかというのは聞いておりません。

○石田議長 ４番、新坂委員。

○新坂委員 農作物というのは、夜の間にＬＥＤとか照明が明るいと、普通以上に早く成長し

てしまったりして困ることが多々あるんですが、今後、Ｄさんで夜照明を新たに設置するこ

とがある場合は、よくよく近隣の農家の方に相談するなり市役所に相談するなり、一言やっ

ぱり連絡が欲しいということをお伝え願います。

○石田議長 Ｉさん。

○参考人（Ｉ） それは隣地の地主さんからも同意書をいただくときに十分言われました。そ

ういう照明で現在でもちょっと、隣地の照明でひどい発育が早くて品物にならないというこ

とは同意書をいただくときに十分言われておりますので、その照明関係は今のところはまだ

そういうつけるというようなことは無いと思います。

○石田議長 その他、新坂委員、よろしいでしょうか。

○新坂委員 はい。

○石田議長 その他、ありますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 それでは、私から１点よろしいでしょうか。

立面図を見させていただくと、幅が20メートルで奥行が50メートルということですが、こ

れで計算すると1,000平米になるんですが、計画書では998平米ということで、２平米ほどち

ょっと計算が合わないんですけれども、その辺は２平米とか飛び出すなんていうことは無い

ですよね。

Ｉさん。

○参考人（Ｉ） 明日実測に入るんですよ、測量。もう前からお願いされていたんですけれど

も、測量会社の都合上、やっと明日測量、実測に入るということで、明日は隣地の地主さん

たちみんな立ち会って、境界はきちんと出して面積を出します。あくまでも実測売買なので、
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公簿売買ではありませんので、増えれば増えただけの面積の売買になりますので、その辺は

隣地の方にも十分説明はしてあります。

○石田議長 分かりました。

では計画の長さというのはまだこれから少し変更になる、実際の位置を確認して変更にな

ることもある。水路もあるので飛び出さないように工事はよろしくお願いします。

もう一つは、この立面図の西側と東側というのが多分ひっくり返って記載されていると思

うんですよ。西側に入り口をつけると水路と畑しかなくなってしまうので、西東が違ってい

るのかなと思います。

Ｉさん。

○参考人（Ｉ） 恐らく東側が入り口ではないですか。

○石田議長 そうですね。提出された立面図が西側に入り口がついているので。あら探しみた

いになっちゃうのでそれは間違いだったということで。

○参考人（Ｉ） 失礼しました。

○石田議長 その他ご質問ありますでしょうか。

よろしいでしょうか、他にありませんか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、他に無いようですので、本日は参考人の方、大変ありがとうございました。

○参考人（Ｉ） ちょっとよろしいですか。

○石田議長 Ｉさん。

○参考人（Ｉ） これが許可おりた場合、簡易のトイレ、持ち運びできる。簡易のトイレあり

ますね、持ち運びの。あれはどうなんでしょうか。やっぱり生理現象で隣近所におしっこし

たりとか、そういうのはちょっとまずいと思うんですけれども、端のほうに簡易で持って歩

ける、クレーンでつって持ち運びできる、そういうものはいかがなものなんでしょうか。ト

イレ。

○石田議長 事務局。

○事務局（青木） そちらの管轄が建築課になるんですけれども、建築課では簡易のトイレも

違反建築物になるという回答を得ておりますので、設置はしないようにお願いします。

○石田議長 Ｉさん。

○参考人（Ｉ） 前にも私、何年か前に農業委員会に出ているんですけれども、私もそれをや

っぱり質問したんですよ。トイレも置いちゃいけないと。そういう場合に、隣近所に迷惑か
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けて畑だののところに簡単にしちゃまずいのではないのということで、前の議長さんが簡易

のトイレぐらいは、ちっちゃい90センチ・90センチぐらいのトイレ、持ち運びできる、それ

はいいのではないのかということを私言われて、前にこの農業委員会で承諾はいただいたこ

とあるんです。トイレぐらいはしようがないだろうと。何人も、一人の人が出入りして使う

わけではないので、やっぱり15人とか20人の人数がいれば、トイレは必要だろうなというこ

とはいただいて、簡易のトイレは１つ置いていいよというような経緯は私あります。

それは、皆さん、委員の方で生理現象は皆さんがどう判断するか検討していただきたいで

す。確かに調整区域には物を置いちゃいけないということは十分理解していますけれども、

あれは建築物ではないと思うんですね。簡易のトイレならクレーンでつってぽんと置くだけ

で、満タンになったらまた入れかえるというような簡易トイレというのは。よそにも流せな

いし、もうあれ下がタンクになっているんです。その辺のところをひとつ皆さんでご審議し

ていただいて、トイレ、簡易トイレの持ち運びできるものは検討していただきたいなと思い

ます。１人２人の使用なら確かにつけちゃだめだよ、よそへ行ってやってきなさいと言うこ

とができると思うんですけれども、とにかく人数がある程度多くなると。

○石田議長 事務局、何かありますか。

○事務局（青木） 今現在の基準では、簡易トイレは法に違反をしているというような取り扱

いになっておりますので、やはり設置はできないという形になります。

○石田議長 Ｉさん。

○参考人（Ｉ） どうしても建築基準法に違反するというのであれば、実際、建築課に行って

そういう移動できるものが本当に建築法に入るのかと、３坪までは建築許可は要らないです

よね、今までは。ですから、そういうわずかな１メーター・１メーターぐらいのトイレをぽ

んと置いて、満タンになったら持っていって入れかえる、簡易なものについては建築基準法

の問題ではないのではないかなと思うんですけれども、いかがなものでしょうか。

○石田議長 私から一言いいですか。

実際は言っていることも分かるんですが、私どもとしては、やっぱり簡易トイレでも置く

ことを認めるわけにはなかなかいかないということなので、残念ながら、ここでいいとはと

ても言えないので、私たちも畑に行って、近隣の方が私たちの畑のほうへしているのも結構

ありますし、私たちもトイレ行きたくなると自宅へ戻ったり何なりという形で、畑にトイレ

は設置しておりませんので、やっぱりその辺も含めてちょっとなかなかいいですよとはとて

も言えない状況です。
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事務局他に何かありますか。

○事務局（青木） 補足で、建築基準法とあと都市計画法の違反になるということです。

○石田議長 Ｉさんは何かありますか。

○参考人（Ｉ） いや、今の件だけ、やっぱり一言聞いておかないと、簡単に許可おりました、

そこへ置きましたというと、また農業委員が約束したのに置いたではないかというややこし

いことにならないように、今皆さんにお聞きしたんです。

○石田議長 トイレを置かれてはやっぱり困りますので、その辺はよろしくお願いしたいと思

います。

○参考人（Ｉ） 了解しました。

○石田議長 それでは、本日はＩさん、ありがとうございました。

○参考人（Ｉ） ありがとうございました。よろしくお願いします。

○石田議長 では、退室をお願いいたします。

○参考人（Ｉ） 失礼します。

（参考人退室）

○石田議長 それでは、皆さん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、採決に移ります。

議案第３号について、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、この議案は承認されました。

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

議案第４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４号 農地法第５条許可申請について上程いたします。

事務局より説明をお願いいたします。

（事務局議案第４号朗読）

○事務局（青木） 続いて、審査の内容について説明いたします。

本案件の農地法第５条許可申請は、市街化調整区域内の農地において、賃貸借権の権利の

移転を伴う申請で、賃借人の資金により農地以外の駐車場に転用するための申請で、県知事
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の許可が必要となります。

本案件の申請に至る経緯ですが、地権者であるＪさんが自身の健康状態や家族の状況を鑑

みたところ、所有する農地全部を耕作することが困難となっておりました。そんな折、運送

業を主たる業務とする有限会社Ｋが駐車場区画を検討していると知り、申請時において賃借

人の資金で駐車場を造成する内容になっております。

工事の内容ですが、議案書の９ページ、土地利用計画図をご覧ください。

申請地は、10トントラック10台、４トントラック４台、従業員用普通自動車11台の合計25

台の駐車場として使用する予定となっております。

駐車場の工事概要ですが、申請地は西側を開口部として幅10メートルの出入り口を設けま

す。

10ページをご覧ください。

断面図になりますが、場内全体は20センチほどすき取りし、砕石を30センチの厚さで敷き

ならし、奥から出入口に向かって道路の高さに合わせる形で下りの傾斜をつけ、転圧して仕

上げます。

９ページの土地利用計画図にお戻りください。

周囲は、出入口を除き、既存のブロック３段から４段積みの上にネットフェンスを利用す

る部分と、新設のコンクリートブロック３段積みを併用します。附帯設備につきましては、

既存の水栓を位置を変更し、使用。また、防犯灯を３カ所新設する予定になっております。

出入口付近の前面道路につきましては、道路安全課と協議済みであり、特段の措置は不要

との回答を得ているとのことです。

農地法第５条の審査基準についてですが、まず申請目的実現の確実性ですが、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

いう点ですが、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

法令の調整や違反は無いので、問題ありません。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。

続いて、計画面積の妥当性です。こちらは農地の保護と確保のため、転用面積が必要最小

限かどうかという点ですが、平面図に示された配置により予定台数の収容と使用環境を確認

し、妥当な面積と判断しております。

次に、計画から派生する被害防除についてですが、周辺農地への営農条件へ影響を与えな

い措置があるかどうかですが、水道の設置につきましては隣地の影響の無いところに設置し
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ておりますし、防犯照明は隣地農地に向けないような形で設置するとのことです。また、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、

被害防除措置もされておりまして、問題ありません。

続きまして、隣地の土地所有者の同意ですが、東側の所有者のＬ氏から何ら異議無く同意

を得ております。

最後に、農地の区分になりますが、農地に関しましては、当該地は農地法施行規則第46条、

宅地化の状況から見て、第３種の農地の場合における住宅等または公共施設等が連檐してい

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ヘクタール未満であるという状況で、転用可能な第２種農地と判断され

ます。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

この議案にも参考人を呼んでおります。参考人の方に入っていただきます。

（参考人入室）

○石田議長 それでは、ご紹介します。

議案第４号の代理人でありますＭ株式会社のＮさんとＯさんです。

Ｎさん、Ｏさん、本日はお忙しいところご苦労さまです。

当委員会では、転用の案件を提出いたしますと、農業委員会等に関する法律第35条第１項

の規定により関係者の方に総会に来ていただき、許可申請の内容を説明してもらいます。そ

の後、農業委員の質問に答えていただくことになっております。

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。

それではまず、申請に至る経緯の説明をよろしくお願いいたします。

○参考人（Ｏ） すみません、ＭのＯと申します。よろしくお願いいたします。

今回、農地転用の申請をさせていただく経緯ですけれども、まず最初に、私どもの会社に

有限会社Ｋさん、賃借人、賃借予定人ですかね、まだ契約までは至っていませんので、有限

会社Ｋさんがお見えになり、和光北インター付近でＰさんで倉庫を今建築中ということです

けれども、そちらの業務を請け負う形となっておりましたので、配送用のトラックの駐車場

をお探しということで、ご相談をいただきました。

いかんせん、10トントラック複数台ということだったので、広めの土地をお探しでした。
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私どもの、隣にＮという者がおりますが、そちらがＪ様のほうでちょっと作物の耕作をし切

れない土地があるので、そちらをご紹介いただき、今回合意に至ったため、申請という形に

なりました。

以上です。

○石田議長 計画の概要の説明も少しお願いします。

○参考人（Ｏ） 計画の概要ですけれども、当該の土地で2,073平米の土地を砂利敷きの駐車

場にさせていただく形となっております。場所は和光高校付近のコンビニエンスストアの裏

のところですかね。

○石田議長 ありがとうございます。

それでは、委員の皆様から質問、ございますでしょうか。

６番、山﨑とよ子委員、お願いします。

○山﨑（と）委員 ただいまのお話の中で、大型トラック、10トントラックがものすごく多い

わけですね。

○石田議長 Ｏさん。

○参考人（Ｏ） そうですね、主としては10トントラック。

○石田議長 ６番、山﨑とよ子委員。

○山﨑（と）委員 その場合、敷地の近くにまだ農地とかが点在していると思うんですが、そ

ちらの日照というか、多分10トンというと高さも結構あるでしょうから、箱型だったりする

と。そういうときの日陰になったりして作物とかの影響とか、そんなものはいかがでしょう

か。

○石田議長 Ｏさん。

○参考人（Ｏ） すみません、失礼いたしました。

今回、農地にかかる部分といいますかは、１面のみという形になっておりまして、日陰に

関しては、そんなには影響が無いものと私どもは思っておりましたので、南側、隣地の畑、

南側はもうかからないので、西側に面しているものですから、駐車場予定地が。北側はコン

ビニエンスストアなので、東側はありますけれども日陰にはならない。

○石田議長 その他質問ありますか。

２番、冨澤委員。

○冨澤委員 農地法とは余り関係無いんですが、10トンロングトラックが駐車しますが、駐車

場に入るところの市道が4.3メートルと狭いんですが、通行に支障が無いでしょうか。
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○石田議長 Ｏさん。

○参考人（Ｏ） 道路の幅員が4.3メートルですけれども、一応10トントラックも、現地を借

主さん、有限会社Ｋさんには確認して、実際に現地は確認していただいているんですけれど

も、そちらは通行、そうですね、十分入れるという形で確認はしていただいております。

また、双方向、一方通行の道路ではないので、そのあたりはそうですね、一度向かって来

て、コンビニエンスストアさんのほうに出ると思うので、そちらから進入してきた車があっ

た場合は、ちゃんと有限会社Ｋさんが下がって敷地に一回戻って出ていただくという形は話

はしております。

○石田議長 冨澤委員、よろしいでしょうか。

○冨澤委員 はい。

○石田議長 その他、ご質問ありますでしょうか。

５番、大熊委員。

○大熊委員 よろしいですか。これはちょっと要望ですが、敷地内に防犯照明、ＬＥＤをつけ

るということですが、隣地の畑、特に東側ですかね、まだ農地が残りますので、そちらの方

は一生懸命やっておりますので、できる限り配慮を、光が漏れないような形の照明というこ

とでぜひお願いしたいと思いますので、ひとつその辺はよろしくお願いしたいと思います。

○石田議長 Ｏさん。

○参考人（Ｏ） 一応この計画図の中で、多分一番右端の部分、上部のところの照明が一番光

を隣地に差してしまうかなとは思いますので、こちらを、計画図から少し内側に入れて光が

届かないような、照明の範囲を狭くしてご迷惑がかからないようにするようにいたします。

○石田議長 お願いいたします。

その他、８番、加藤委員。

○加藤委員 有限会社Ｋさんですね。事務所というか本社が千葉県ということですけれども、

この場所にプレハブとか簡易トイレとか、そういう事務所的な機能を持たせるような建物や

何かは建てることはないでしょうか。

○石田議長 Ｏさん。

○参考人（Ｏ） プレハブは建築できませんということはお話ししております。なので、近く

にアパートを借りていただいて、そこを事務所にするのか、Ｐさんの倉庫の中に事務所とし

てお借りするのか、ちょっとそのあたりを今ご検討いただいているところではございます。

○石田議長 ８番、加藤委員。
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○加藤委員 市街化調整区域ということで、建築物は建てられませんので。

○石田議長 Ｏさん。

○参考人（Ｏ） そうです、建築物はできないと承知しております。

○石田議長 ８番、加藤委員。

○加藤委員 違反ということは承知されているようなので、ぜひそのところはしっかり重視し

ていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。

○石田議長 その他、ご質問ありますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 それでは、私から１点よろしいでしょうか。

土地利用計画図から見ると10トントラックは水道道路からしか出られないとは思うんです

けれども、４トントラックと通勤車両が入っています。南側の水道道路とは逆側へ出入りす

るという計画はありますか。

Ｏさん。

○参考人（Ｏ） 従業員さんはちょっと私どもではまだ把握ができていないというのはあるん

ですけれども、どちらからいらっしゃるかというのがありますもので。４トントラックもこ

ちらの逆方向に行くということはお聞きはしておりません。Ｐさんのほうに行くにはどうし

てもコンビニエンスストア側の道路を使うので。

○石田議長 南側へ行きますと、学校の通学路、それと早朝にはスクールゾーンになっている

部分がありますので、従業員の皆様にも、スクールゾーンの時間内は通れないんですけれど

も、その他でも学生さんに十分注意して通行してもらえるようにお願いをしたいと思います。

農地とはちょっと関係無いですが、その辺はひとつよろしくお伝えください。

その他、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、本日はＮさん、Ｏさん、大変ありがとうございました。

（参考人退室）

○石田議長 それでは、採決に移ってよろしいでしょうか。

議案第４号について、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 全員賛成。

よって、この議案は承認されました。
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──────────────────────────────────────────

◎協議事項

①平成３０年和光市農業委員会３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３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（青木） 協議事項①、３月の農業委員会総会の日程についてですが、１日限定で申

し訳ありませんが、28日水曜日の２時からお願いします。場所は第２委員会室になります。

よろしくお願いいたします。

○石田議長 では、３月28日水曜日、午後２時から第２委員会室ということです。この日程で

よろしくお願いいたします。

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

②平成３０年度和光市農業委員会のスケジュールについて

○石田議長 続きまして、協議事項②平成30年度和光市農業委員会のスケジュールについて、

事務局、よろしくお願いいたします。

○事務局（青木） 協議事項②、平成30年度和光市農業委員会のスケジュールについてでござ

います。こちらは、４月以降の農業委員会の前半の部分をスケジュールを作成していく中

で、農業委員会委員の方の意見を取り入れていきたいと考えております。そこで、委員さ

ん３名を選出していただき、作成部会のような形で進めていきたいと考えております。こち

らは３月に２回ほど集まっていただき素案を作成し、３月の総会で提出したいと考えており

ます。

以上です。

○石田議長 それでは、スケジュールの作成について、委員の選出をしたいということです。

自薦他薦を問わず、どなたかご希望の方いらっしゃいますか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、事務局案をよろしくお願いします。

○事務局（青木） 事務局案としまして、認定農業者であります北の地区を代表して冨岡会長

代理と、南の地区から加藤委員、そして女性の代表として山﨑とよ子委員にお願いしたいと

考えております。

以上です。
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○石田議長 今、冨岡会長代理、山﨑とよ子委員、加藤委員をご指名されましたが、よろしい

でしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○石田議長 異議なしの発言がありました。

では、３名の方、よろしくお願いいたします。

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

③（仮称）和光市都市農業推進計画策定委員会委員の推薦について

○石田議長 では、続きまして、協議事項③（仮称）和光市都市農業推進計画策定委員会委員

の推薦について、事務局からよろしくお願いいたします。

○事務局（青木） 協議事項③、（仮称）和光市都市農業推進計画策定委員会委員の推薦につ

いてです。

資料の２をご覧ください。

まず、こちらの（仮称）和光市都市農業推進計画について説明します。

平成27年４月に、都市農業の有する機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の

形成に資することを目的として、都市農業振興基本法が施行されました。これに基づき、翌

年、平成28年５月に国が都市農業振興基本計画を、埼玉県が平成29年３月に埼玉県都市農業

振興計画を策定しております。こちらは、資料３で配付しておりますので、後ほどご一読く

ださい。

これらに基づきまして、都市農業の振興に関する基本的な方針、総合的かつ計画的に講ず

るべき施策等について定められた基本計画が（仮称）和光市都市農業推進計画になります。

埼玉県都市農業振興計画の和光市バージョンを策定するという形になります。こちらも平成

30年度中に策定するところでございますが、和光市長より和光市農業委員会から２名の委員

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。

会議の予定としまして、５月から年４回、市役所の会議室での実施が予定されております。

説明は以上です。ご協議をお願いします。

○石田議長 （仮称）和光市都市農業推進計画策定委員会委員の推薦について、委員２名の選

出ということですが、どなたか自薦、他薦ありますが、いらっしゃいますか。

（発言する者なし）

○石田議長 いないようなので、事務局で案を出してください。お願いします。

○事務局（青木） 事務局案としまして、都市農業に見識のある冨岡会長代理と男女共同参画
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の観点から女性委員の山﨑とよ子委員が適任であると考えております。

よろしくお願いいたします。

○石田議長 では、冨岡会長代理、山﨑とよ子委員とご指名ありましたが、よろしいでしょう

か。よろしいですか。

（「お願いします」の声あり）

○石田議長 では、よろしくお願いいたします。

こちらは、私も和光市都市農業推進協議会から選出されていまして、ご一緒いたしますの

で、よろしくお願いします。

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

④平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価及び平成３０年度

の目標及びその達成に向けた活動計画について

○石田議長 続きまして、協議事項④平成29年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評

価及び平成30年度の目標及びその達成に向けた活動計画について、事務局よりお願いいたし

ます。

○事務局（青木） 続いて、協議事項④、平成29年度の目標及びその達成に向けた活動の点

検・評価及び平成30年度の目標及びその達成に向けた活動計画についてでございます。

こちらは農業委員会の業務内容を適正に実施するために方向性を定めた活動計画を策定し、

年度の活動実績についての自己点検と評価を実施するもので、毎年策定することとなってお

ります。

また、平成30年度の活動を円滑に進めるために、平成30年４月までに実施することとなっ

ております。こちらの策定に当たり、先ほどのスケジュールの作成と同様に作成部会を作り、

４月の総会で素案を提出したいと考えております。

内容につきましては、資料の４をご覧ください。

本日資料として前年度のものを配付しております。後ほどご確認していただきたいと考え

ておりますが、内容としましては、担い手への農地の利用の集積・集約化、新たな農業経営

を営もうとする者の参入促進、遊休農地に関する措置、違反転用への適正な対応など、これ

らに関することの当年度における実績の検証と次年度の目標の策定が主な内容となります。

次回の総会で詳しく内容を説明いたします。こちらの素案の作成につきまして、また大変

恐縮ですが、３名の委員の選出をお願いいたします。

以上です。
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○石田議長 この計画について３名の方の選出ということですが、事務局案があるので、お願

いします。

○事務局（青木） 事務局案としまして、農地利用状況調査の実施時期の計画などが内容に含

まれていることもありまして、スケジュールの作成部会と同じ委員さんに務めていただきた

いと考えております。選出される方々は、お忙しい中と存じますが、事務局案として提出さ

せていただきます。

○石田議長 事務局案ではスケジュールの作成の方に一緒にお願いしたいということですが、

よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 異議無しということで。

では、よろしくお願いします。

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

⑤その他

○石田議長 続きまして、協議事項⑤その他について事務局よりお願いいたします。

○事務局（青木） 協議事項⑤、その他ですが、農地利用最適化推進１・１・１運動について

でございます。こちらは、資料の５になります。

こちら説明させていただきますけれども、運動の趣旨ですが、平成28年４月から必須業務

となりました農地利用最適化推進活動について、農業委員や農業委員会の活動実績について

県内で集約し共有化を進め、お互いが参考にすることでよりよい活動展開ができるようにす

るとともに、農地利用の最適化がより強化されるように推進するものです。

活動の内容は、農業委員個人一人一人が１年間で１事例以上活動を行うことと、農業委員

会として１委員会１年間で１事例以上活動を展開するというものになります。

主な活動事例としまして、４番になりますが、農業委員としては生産緑地のあっせんを行

い、都市農地の保全を行うなどの農地の有効利用に関する活動や、認定農業者などの担い手

に農地をあっせんするなどの担い手への農地集積・集約化に関する活動、また遊休農地を担

い手にあっせんし解消・活用に結びつけるなどの遊休農地の発生防止・解消活動や、新たな

農業経営を営もうとする者の参入に関する支援活動などが該当します。

農業委員会の活動としては、農地の貸したい・売りたい情報等の調査を実施し、担い手へ

情報提供することで担い手に農地が結びつき、農地の利用集積・遊休農地の発生防止につな

がる活動などが該当します。
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また、12月に策定した和光市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」は、

この１・１・１運動の取組の一つでもあります。

これらの活動事例に関しまして、農業委員会で取りまとめて毎年４月末日までに県に報告

することになっております。こちらの平成29年度の報告書の取りまとめ、農業委員会の取り

まとめにつきまして、作成する委員を３名お願いしたいと考えております。

ご協議のほどよろしくお願いいたします。

○石田議長 それでは、農地利用最適化推進１・１・１運動についてですが、委員会の活動事

例を取りまとめるということになります。こちらも委員３名の選出ですが、どなたか我こそ

はという希望の方いらっしゃいますか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、事務局案でよろしくお願いします。

○事務局（青木） 事務局案としまして、誠に恐縮ですけれども、冨岡会長代理、山﨑とよ子

委員、加藤委員にお願いしたいんですけれども、先ほどのスケジュール、目標とあわせて３

月中に２回ほどの会議をさせていただきたいと考えております。そちらで作成していく予定

ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

○石田議長 事務局案が出ましたが、委員の皆様、よろしいでしょうか。

いいですか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、よろしくお願いします。

協議事項その他、他にありますか。

○事務局（青木） 協議事項その他はございません。

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

◎諸報告

①会長専決について

○石田議長 では、諸報告に移ります。

諸報告①会長専決について、事務局よりお願いいたします。

○事務局（青木） 諸報告①会長専決について、議案書の11ページをご覧ください。

今月は４条が６件、５条が３件になります。

スクリーンに写真を映し、一部写真を回覧しますので、ご覧ください。

○石田議長 会長専決につきまして、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。



－28－

よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、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、事務局よりよろしくお願いいたします。

○事務局（青木） 諸報告その他、２点目ですが、農地利用状況調査の経過報告になります。

３カ所の報告になります。

こちら、今映されているところが新倉七丁目のＱさんの畑になります。

続きまして、こちらが下新倉三丁目のＲさんの畑で管理しております。

こちらが下新倉三丁目のＳさんの畑になります。

こちらはＳさんのところで、柿の木が栽培されているという様子が確認できております。

農地利用状況調査の報告は以上になります。

○石田議長 農地利用状況調査の経過報告について、これで本年度指導したところは全て報告

してもらったということになります。この件について、委員さんからのご意見、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。

続きまして、諸報告その他、事務局よりお願いいたします。

○事務局（青木） 諸報告その他、２点目は、農業振興の報告がございます。

まず、和光市都市農業推進協議会からの報告でございます。

会長からご報告をよろしくお願いいたします。

○石田議長 それでは、２月22日に行われました都市農業推進協議会について、そちらの会長

も務めておりますので、私から報告いたします。

議事内容は２点あり、１点目は本日配付した資料６番の平成29年度和光市都市農業推進協

議会講演会についてです。

３月26日の月曜日10時から、和光市役所６階の602の会議室で行います。

講師は、トキタ種苗の堀井さんで、最近の種苗事情についての講演を行いますので、委員
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の皆様もぜひとも奮ってご参加のほどよろしくお願いしたいと思います。

２点目が、（仮称）和光市都市農業推進計画策定委員会委員の選任についてです。ここで

私と女性の阿由葉委員が選出されましたので、今後、和光市都市農業推進協議会から私と阿

由葉委員が出席します。

以上ですが、講演会については事務局から詳しく説明をよろしくお願いいたします。

○事務局（青木） 和光市都市農業推進協議会の講演会についてのトキタ種苗さんに依頼した

経緯ですけれども、昨年の農業後継者倶楽部の皆さんが西洋野菜の栽培に取り組まれまして、

収穫された西洋野菜は市内飲食店とのつながりができました。今年も取り組まれる予定とな

っているところです。

また、昨年11月には、和光市農産物庭先販売組合の皆さんが埼玉県加須市にありますトキ

タ種苗様の大利根研究農場に研修に行かれました。広大な土地に露地野菜やハウス栽培で西

洋野菜やトマト等の数多くの品種が試験栽培されておりました。そこでお聞きした１つに、

ヨーロッパ等の現地で使われている種をそのまま持ってきて作付をしても、日本ではうまく

成長しない場合や品種があるそうです。原因の一つに、日本とヨーロッパの気候や土質の違

いがあると考えられています。そこで作付を諦めるのではなく、トキタ種苗さんでは、その

種を日本の気候や土質に順応できるように品種改良をしているといったお話を伺っておりま

す。

現在、スーパーでは国内外の多くの品種の野菜が陳列されております。少量多品目栽培農

家の多い和光市でも取り組むことができる作物の紹介や、市場ニーズがあるが生産量の少な

い作物の紹介などもしていただけるものと期待し、和光市の農業者ともかかわりのあるトキ

タ種苗さんに講演の依頼をさせていただいたところでございます。

こちらで現在のニーズや栽培方法などを学びまして、他者や他地域との差別化を図ること

を目的に、講演会を開催するところです。日時は３月26日の月曜日、10時からとなっており

ます。602の会議室で行いますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○石田議長 和光市都市農業推進協議会の講演会に農業委員の皆様もぜひとも出席をお願いし

たいということで、ご案内させていただきました。この件につきまして、委員さんから何か

ご質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。
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では、次にいかせていただきます。

諸報告その他、その他お願いいたします。

○事務局（青木） 農業委員会委員の活動報告になります。

今回の共通事項はスクリーンに映しますので、こちら以外の活動報告をお願いします。

今回の共通事項は、１月23日火曜日の和光市農業関係者懇談会、午後１時30分からと１月

23日火曜日の平成30年和光市農業委員会１月総会、午後３時からと、２月14日月曜日の平成

29年度朝霞地区農業委員会連絡協議会委員研修会が午後３時30分からという形になります。

委員会以外の報告をお願いいたします。

○石田議長 では、委員さんの活動報告につきまして、１月２月分の活動について皆様からご

報告をお願いします。

では、私から始めさせていただきます。

１月29日、平成29年度市町村農業委員会会長・事務局長会議がさいたま市でありました。

１時半より出席いたしました。２月２日、会長専決です。２月５日が平成29年度第１回朝霞

地区農業委員会連絡協議会及び南部地区普及推進会議ということで出席いたしました。２月

22日が平成29年度和光市都市農業推進協議会の会議がありました。２月25日、平成30年和光

市議会３月定例会に出席しました。

続きまして、２月26日、平成30年の２月総会の打ち合わせ、２月27日に提出議案の現地調

査ということで出席いたしました。

以上です。

続きまして、では２番、冨澤登委員さん。

○冨澤委員 ２月14日、志木に行きまして、研修の関係で。２月27日ですか、現地の畑を見に

行きました。

○石田議長 続きまして、４番、新坂委員、お願いします。

○新坂委員 ２月27日に５条申請地の視察に行ってまいりました。

以上です。

○石田議長 では、５番、大熊勲委員、お願いします。

○大熊委員 昨日の共通事項の現地視察の後に、引き続き農業経営を行っている旨の証明の現

地視察に行ってまいりました。

以上です。

○石田議長 ６番、山﨑とよ子委員、お願いいたします。
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○山﨑（と）委員 26日に今回での現地の調査の畑を見に行ってまいりました。

以上です。

○石田議長 では、７番、北嶋美栄子委員、お願いします。

○北嶋委員 ２月21日水曜日、田中委員及び事務局２名とともに農地法第３条及び５条許可申

請の現地確認に行ってまいりました。２月22日木曜日、平成29年度和光市都市農業推進協議

会の総会に出席しました。

以上です。

○石田議長 では、８番、加藤政利委員、お願いします。

○加藤委員 ２月27日、昨日ですね、提出議案に対しての現地調査を行ってまいりました。１

つです。

○石田議長 では、９番、山﨑孝明委員、お願いします。

○山﨑（孝）委員 共通事項どおりです。

○石田議長 では、10番、鳥井俊之委員。

○鳥井委員 ２月27日に現地確認に行ってまいりました。

○石田議長 では、11番、冨岡正浩委員、お願いします。

○冨岡委員 １月29日に引き続き農業経営を行っている旨の証明の現地調査２件の調査に行っ

てまいりました。あと２月27日、昨日ですが、議案３号のものも現地確認に参加しました。

○石田議長 ありがとうございました。

では、委員さんからの報告は以上となります。

では、続きまして、諸報告その他、事務局、ありますか。

○事務局（青木） 農地の相談があったことの報告をさせていただきたいと思います。

場所がアグリパークの中になるんですけれども、こちらの真ん中あたり、赤く四角で囲っ

てある、こちらが和光市で第１種農地という形で判断している場所になります。第１種農地

というのは、原則農地転用が不許可、許可できないという場所になっております。優良農地

が10ヘクタール以上集まっている農地になると、第１種農地という判断ができる形になりま

す。この中での転用の相談がされたんですけれども、その場所としましては、アグリパーク

の農業体験センターの少し北側の角地で転用の相談がありました。内容としましては、ここ

に知的障害者障害福祉サービス事業所の位置づけのものが建てられないかという相談ですけ

れども、知的障害者が作業するような事務所的な役割も含めた建物で、一部駐車場として使

うような内容でした。
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土地利用の配置図は、西側に駐車場で東側に事務所というか作業スペースというような建

物を建てたいという相談でした。こちらにつきましては、農地法転用許可制度の手引に不許

可の例外というところで、病院、療養所、その他の医療事業の用に供する施設で、その目的

を達成する上で市街地以外の地域に設置する必要があるもの（規則第34条の第１号）に該当

するかどうかということになります。こちら市街地の環境を避けなければその目的を達成す

ることができない老人保健施設、精神病院等が該当すると考えられますが、老人福祉施設な

どの福祉施設は該当しませんという形で、この場所に許可にすることが可能なものは、老人

保健施設とか精神病院になりますけれども、今回は知的障害者障害福祉サービス事業所とい

うことで、こちらの目的に合致しないという部分と、こちらは先ほども言ったような優良農

地が集まっているところで、和光市農業委員会としても農地を守っていきたいというような

場所になるということで、こちらは許可できない、受け付け、申請ができませんというよう

な回答をしております。

報告は以上になります。

○石田議長 ありがとうございます。

皆様からご意見、ご質問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、諸報告その他、事務局、まだありますか。

よろしいですか。

○事務局（青木） ありません。

○石田議長 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 それでは、本日の内容は以上となります。

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

◎閉会

○石田議長 長時間にわたりまして慎重なご審議ありがとうございました。

皆様のおかげで、ご協力によりスムーズな進行ができましたことを御礼申し上げます。

以上で平成30年和光市農業委員会２月総会を終了いたします。

お疲れさまでした。
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閉会 午後 ４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


