
議長（会長）　町田　弘之

議長（会長）　町田　弘之

日程第１ 議事録署名委員の指名

日程第２

日程第３

日程第４

日程第５

日程第６

日程第７ その他

（これより総会の開会）

 議長

 日程第１  議長

 日程第２  議長 議案第１５号

事務局より、説明をお願いします。

総会に出席を求めた者 事務局の出席状況

氏　　名 出欠席

平　野　　強 出　席

議　　事（担当） 内　　　　　容

議事の日程

駒　場　嘉　章 出　席

戸　田　勝　利 出　席

農地法第３条の規定による許可について議案第１５号

議案第１６号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見具
申について

農用地利用集積計画の決定について議案第１７号

相続税の納税猶予に関する適格者証明について議案第１８号

報告第５号 報告事項について

４ 出　席 村　野　利　文 出　席

８

　滝　島　光　雄

出　席

９ 　長谷川　正　博 出　席

　町　田　弘　之

６ 　須　藤　良　春 欠　席

７

　内　野　正　子

出　席

５

　比留間　正　道

出　席

農　業　委　員 農地利用最適化推進委員

　小　川　佐智恵

出　席 髙　沢　健　二 出　席

議席番号 氏　　名 出欠席 氏　　名 出欠席

　川　鍋　昭　人

出　席 小　川　清　志 出　席

１

３

　岡　野　とし子

出　席 福　島　義　博 出　席

２

岸　田　清　正 出　席

令 和 ２ 年 第 ６ 回 鶴 ヶ 島 市 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録

　開催日・場所  令和２年６月２６日（金） 鶴ヶ島市農業交流センター

　開 会 時 刻 宣 告 者

　閉 会 時 刻 宣 告 者

　議  　   長

委　員　の　出　席　状　況

 午後　２時　００分

 午後　２時　４９分

 会長　町田　弘之

議事録署名委員の指名について

農業委員９名中７名
農地利用最適化推進委員５名中５名が出席し定数に達してお
ります。

これより令和２年第６回農業委員会総会を開会します。

議席番号４番　内野　正子　委員　

議席番号７番　川鍋　昭人　委員　

を指名します。

農地法第３条の規定による許可についてを議題といたしま
す。



 事務局

 議長

 農業委員

 議長

 議長

 推進委員

 議長

 議長

(起立全員)

議案書をもとに、説明します。

・申請地は鶴ヶ島第市立第２小学校の西方約300ｍに位置する
第２種農地で農業振興地域の農用地です。

・譲受人は、植木農家として苗木・芝等を栽培し併せて造園
業も営んでおりますが依頼がほとんど無くなっている。

・このような状況で、農業を末永く続けていく為、譲受人本
人と妻・母のみならず、農業に従事してくれている息子とそ
の妻で、農業経営規模の拡大を図っていきたい。

・譲渡人は、高齢により体力も低下し耕作もままならなく
なってきており、譲受人に譲り渡すことができれば引き続き
農地として活用してくれることから今回の申請に至ったとの
ことです。

次に担当する農業委員から、説明をお願いします。

譲受人に、確認した内容を報告します。
・譲受人は、植木農家として苗木・芝等を栽培し併せて造園
業も営んでいるが、近年、造園依頼が徐々に減少していると
のこと。

・勤め先を退職し一緒に造園業に携わりながら農業に従事し
てくれている息子と農業による収益を向上させるため家族で
相談し、現在の苗木、芝の他に新たに商品価値が高く出荷価
格も安定している品目、桃・みかん・りんごの3種類で農業収
入の確保を行いたいとのことです。

担当する農地利用最適化推進委員から説明をお願いします。

暫時休憩を宣告

（比留間委員を入室させ席に着席させる）

　只今、比留間委員が到着いたしましたので、農業委員９名
中８名にて会議を再開いたします。

譲渡人に、確認した内容を報告します。
・譲渡人は、現在７２才であり、妻との二人暮らしのようで
す。

・近年、体力も低下し耕作もままならなくなっている状況
で、自宅から一番遠い圃場であり、手入れが行き届かなく
なってきていることから手放すことを考えた。

・申請地は譲受人の圃場の隣である。

出席委員からの質疑、意見等を求めます。

（質疑・意見なし）

　質疑を終了し、採決を行います。許可とすること

に賛成する委員の起立を求めます。



 議長

 日程第３  議長

 事務局

 議長

 農業委員

 議長

 推進委員

 議長

 議長

(起立全員)

 議長

譲受人に、確認した内容を報告します。
・譲受人は平成2年に会社を設立し、造園部門が主体であった
が、近年は造園業の需要は減少の一途を辿っているが、土木
部門は順調に業績を伸ばしている。

・国道並びに圏央道鶴ヶ島南インターチェンジ周辺の開発等
が顕著であり、土木工事の更なる需要を見込むことができる
ことから、造園部門を縮小し土木部門の事業拡大を目指して
いる。

・現在、自社所有の重機等の置き場として借用していた土地
所有者から土地の返却の申し入れがあり、置き場用地の確保
が必要となったことから、今回の申請に至った。

・土地の選定については、すでに宅地、店舗、市で公共的に
使用しており、申請土地以外は農振農用地である。

次に担当する農地利用最適化推進委員から補足説明があれば
お願いします。

譲受人、譲渡人は同一人のため補足はありません。

出席委員からの質疑、意見等を求めます。

（質疑・意見なし）

議案書をもとに、説明します。
・申請地は市役所の西方約330ｍに位置する第２種農地で農業
振興地域の農用地は令和2年5月20日に除外となっています。

・譲受人は平成2年会社を設立し造園土木業を営んでおりま
す。

・この度、自社所有の重機等の置き場として借用してきた土
地所有者から土地の返却の申し入れがあったことから、新た
に重機等の置き場用地の確保が必要になり、譲受人代表取締
役である譲渡人の所有している土地を選定した。

次に担当する農業委員から、説明をお願いします。

議案第１６号

農地法第５条の規定による許可申請に対する意見具申につい
てを議題といたします。

１番について事務局より、説明をお願いします。

起立全員のため、許可とすることに決定しました。

　質疑を終了し、採決を行います。１番について許可相当と
することに賛成する委員の起立を求めます。

起立全員のため、許可相当とすることに決定しました。



 議長

 事務局

 議長

 農業委員

 議長

 推進委員

 議長

（質疑・意見なし）

 議長

(起立全員)

 議長

 日程第４  議長 議案第１７号

・現在の住まいは賃貸であり、子供も生まれ手狭になったこ
と、泣き声などがご近所に迷惑となっていることから、マイ
ホームを考えました。

・譲受人は、東京都港区の会社に勤務し、妻は小学校の教員
をしていますが、現在産休中であります。
申請地は妻の実家の隣であり、妻が仕事に復帰できるように
なった時には子供を実家に預けることができ、また、将来義
父母が高齢になった時には面倒を看ることができることから
申請地を考えた。

・譲受人の義父に相談したところ、今回の申請地ではどうか
との話を頂き選定し、計画に至った。

次に担当する農地利用最適化推進委員から説明をお願いしま
す。

譲渡人に、確認した内容を報告します。
・申請地は、昭和57年に譲渡人が相続を受けた土地であり、
他の所有地は自宅以外に申請地と第1種農地を所有している。

・譲渡人は、妻と二人暮らしのようです。

次に２番について事務局より、説明をお願いします。

議案書をもとに、説明します。

・申請地は鶴ヶ島市立杉下小学校南西約100ｍ程に位置
する第２種農地で、農振農用地は令和2年5月20日に除外
となっています。

・譲受人は、譲渡人の次女と婚姻し、現在、東京都板橋
区の賃貸住宅に居住し、妻と子供の３人暮らしていま
す。
・一昨年長男も産まれ手狭になってきたことや、子ども
の泣き声がご近所に迷惑となっていることなどから、マ
イホームの取得を考え今回の申請に至りました。

次に担当する農業委員から、説明をお願いします。

譲受人に、確認した内容を報告します。
・譲受人は、土地所有者である譲渡人の次女と婚姻し、平成
30年に長男が生まれ、現在板橋区の賃貸住宅に3人で暮らして
おります。

出席委員からの質疑、意見等を求めます。

　質疑を終了し、採決を行います。２番について許可相当と
することに賛成する委員の起立を求めます。

起立全員のため、許可相当とすることに決定しました。

農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。



 事務局

 議長

 農業委員

 議長

 推進委員

 議長

（質疑・意見なし）

 議長

(起立全員)

 議長

 議長

 事務局

 議長

 農業委員

・販売先としてはベルク、マミーマート、コモディイイダな
どに出荷している。

１番について事務局より、説明をお願いします。

議案書等をもとに説明します。
・申請地は下新田地区で坂戸、鶴ヶ島水道企業団　鶴ヶ島浄
水場西方約150ｍ程の位置する第２種農地です。
申請面積は2筆で3,123㎡、利用権設定等については、令和2年
7月1日から令和7年6月30日　5年間の賃貸借です。

次に担当する農業委員から、説明をお願いします。

借受人に、確認した内容を報告します。

・他の畑では野菜中心にナス、トマト、きゅうり、ピーマン
栽培し、申請地については、まだ決めていない。

次に担当する農地利用最適化推進委員から説明をお願いしま
す。

貸付人に、確認した内容を報告します。
・貸付人については現在、畑を11,017㎡所有しており、その
内、農業経営状況調査において、貸し希望のあった申請農地
です。

起立全員のため、可とすることに決定しました。

出席委員の質疑、意見等を求めます。

質疑を終了し、採決を行います。１番について「可」とする
ことに賛成の委員の起立を求めます。

２番について事務局より、説明をお願いします。

議案書等をもとに説明します。

次に担当する農業委員から、説明をお願いします。

・他の畑では里芋、ネギ、きゅうりなどを中心に栽培し増や
していきたい。

・申請地は上新田地区で東武越生線一本松駅を毛呂山方面に
800ｍ程進んだ線路の南側に位置する農振農用地の第１種農地
です。
申請面積は2筆で1,629㎡、利用権設定等については、令和2年
7月1日から令和7年6月30日　5年間の賃貸借です。

借受人に、確認した内容を報告します。

・販売先としてはカインズ、ベイシア６店舗に出荷してい
る。



 議長

 推進委員

 議長

（質疑・意見なし）

 議長

(起立全員)

 議長

 議長

 事務局

 議長

 農業委員

 議長

 推進委員

 議長

質問

 議長

事務局

質問

 議長

事務局

 議長

貸付人に、確認した内容を報告します。
・貸付人については現在、畑を10筆7,220㎡所有しており、自
作農を行っているが借手を探していた。

・上新田地区で3,080㎡の利用権を設定し、耕作を行っていま
す。

３番について事務局より、説明をお願いします。

議案書等をもとに説明します。

・農振農用地で第１種農地です。
申請面積は438㎡、設定利用権等については、令和2年7月1日
から令和7年6月30日　5年間の賃貸借です。

次に担当する農業委員から、説明をお願いします。

先ほどと同様です。

次に担当する農地利用最適化推進委員から説明をお願いしま
す。

・先ほど２番の土地に囲まれた土地となっております。な
お、借受人は同一人となっています。

起立全員のため、可とすることに決定しました。

次に担当する農地利用最適化推進委員から説明をお願いしま
す。

出席委員の質疑、意見等を求めます。

質疑を終了し、採決を行います。２番について「可」とする
ことに賛成の委員の起立を求めます。

・先ほどと同様に借手を探していた土地です。

出席委員の質疑、意見等を求めます。

質疑を終了し、採決を行います。３番について「可」とする
ことに賛成の委員の起立を求めます。

事務局、説明をお願いします。

・今回、借受人の経営面積合計はどれくらいになるのか。

・道がないがどのようになっているのか。

事務局、説明をお願いします。

・公道に面している土地から耕作地までは地続きで土地を借
用していることから特に問題は生じない。図面資料で説明



(起立全員)

 議長

 日程第５  議長 議案第１８号

 議長

 事務局

 議長

（質疑・意見なし）

 議長

(起立全員)

 議長

 議長 ２番について事務局より、説明をお願いします。

 事務局

・耕作面積　１５筆　計5,302.44㎡

　内納税猶予面積　３筆　計2,992㎡

 議長

質問

事務局

 議長

・相続人は高齢だと思うが、息子さんも農業を行っていると
思いますが、引き続き農業を行うということでよいか。

・同居している息子さんも一生懸命、農業を行っておりま
す。カインズ等に出荷しているとのこと。今回、名義につい
ては母親ですが、引き続き息子さんが農業を行うとのことで
す。

　質疑を終了し、採決を行います。２番について「相続税の
納税猶予に関する適格者証明」について、発行することに賛
成の委員の起立を求めます。

起立全員のため、発行することに決定しました。

・特例を受ける農地等の農業経営の開始は令和元年9月です。

事務局、説明をお願いします。

・耕作面積、納税猶予面積　１３筆　計25,523㎡

１番について事務局より、説明をお願いします。

それでは説明します。

質疑を終了し、採決を行います。３番について「可」とする
ことに賛成の委員の起立を求めます。

起立全員のため、可とすることに決定しました。

相続税の納税猶予に関する適格者証明についてを議題といた
します。

・申請地　大字三ツ木新町地内

出席委員の質疑、意見等を求めます。

　質疑を終了し、採決を行います。１番について「相続税の
納税猶予に関する適格者証明」について、発行することに賛
成の委員の起立を求めます。

それでは説明します。

・特例を受ける農地等の農業経営の開始は令和元年10月で
す。

・申請地　大字藤金地内

出席委員の質疑、意見等を求めます。



(起立全員)

 議長

 日程第６  議長

事務局より、説明（報告）をお願いします。

 事務局 議案書をもとに、説明（報告）します。

　農地法第５条の許可案件 1 件
5 件
件

3 件

 議長

（質疑・意見なし）

 議長

(起立全員)

起立全員のため、承認することに決定しました。

 日程第７  議長 その他について説明事項等はありますか。

 事務局

 議長

質問 遊休農地の傾向について

 事務局

 事務局

 議長

 議長

・毎年7,000㎡削減していく計画を立て実現しているが、難し
い案件が残っている状況です。また、個別面接も行って解消
に向け指導しております。

資料に基づき説明

何か質問は・意見はありますか

（質疑・意見なし）
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　質疑を終了し、採決を行います。承認することに賛成する
委員の起立を求めます。

資料に基づき説明

何か質問は・意見はありますか

・4月総会における審議案件

令和元年度の点検・評価及び令和2年度の活動計画については
農業委員会としては意見は特になしとします。

　質疑を終了し、採決を行います。２番について「相続税の
納税猶予に関する適格者証明」について、発行することに賛
成の委員の起立を求めます。

報告第５号報告事項についてを議題といたします。

・令和元年度の点検・評価について 

・令和２年度の活動計画について

起立全員のため、発行することに決定しました。

・農地法第４条の転用届出専決処分

・農地法第５条の転用届出専決処分

〇農地法第２章第１節の許可及び不許可の状況　

・諸証明の発行

各委員からの質疑、意見等を求めます。



議事録の署名  議長

 事務局 　本日の総会議事録を読み上げ報告を行い、議事録の署

名を求める。

　議長、議事録署名委員（３名）が署名する。

 閉会  議長

それでは、事務局より、議事録の報告をお願いします。

　以上をもって、令和２年第６回農業委員会総会を閉会しま
す。


