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令 和 ２ 年 第 １ １ 回 鶴 ヶ 島 市 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録

　開催日・場所  令和２年１１月２５日（水） 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

 午前　９時　５６分

 午前１０時　４８分

 会長　町田　弘之

村　野　利　文 出　席

　比留間　正　道

総会に出席を求めた者 事務局の出席状況

農　業　委　員

 議長 議案第２４号の１番

 議長 　農業委員９名中９名が出席し、法に定める定数に達し
ており本総会は成立します。

　なお、農地利用最適化推進委員５名中５名が出席して
おります。

　これより令和２年第１１回農業委員会総会を開会しま
す。

議事録署名委員の指名について

議席番号８番　小川　佐智恵　委員　

議席番号９番　長谷川　正博　委員　

を指名します。

　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。



 議長 出席委員の質疑、意見等を求めます。
質疑、意見等ございましたら挙手をもってお願いしま
す。

質問

推進委員

譲受人に、確認した内容を報告します。

 議長

 議長

事務局

・事務局の説明のとおりで、譲受人は申請地を強く希望
されておりました。
　また、譲受人は譲渡人の会社に勤めています。

　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。

譲渡人に、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三男で、賃貸住
宅に住んでおり、子供の成長とともに手狭になったこと
から建築を計画することとなった。

・農振農用地除外を受け今回の申請となった。

・今回、農振農用地を除外しているが周辺の農地状況は
どのようになっているか。

・周辺の農振農用地の指定を受けている農地は、変更は
ありません。

農業委員

事務局

１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。
・申請地は市役所の西方約230ｍに位置する第３種農地
で、農業振興地域の農用地でしたが令和2年10月20日に
除外となっています。

　譲受人は、譲渡人の三男であり、現在、賃貸住宅に
妻・長女・次女・三女の5人で生活しています。
　子供の成長と共に現在の賃貸住宅も狭くなり、来年に
は長女が小学校へ入学するのを機会に自己用住宅を建築
しようと決めました。
　候補地としては、私が生まれ育った鶴ヶ島市内で、か
つ、両親や兄家族が暮らしている近くの小学校区内のエ
リアを検討いたしました。
　用地の選定にあたっては、市街化区域などを検討しま
したが私どもの希望や諸条件を満たす土地が見つから
ず、困った譲受人は父である譲渡人に相談したところ、
本申請地が許可が下りるのならば使用してもよいとの話
をもらえ、家族で相談したところ妻も現地を確認し現地
を気に入りましたので、本申請地を選定しました。
　申請地は、市役所・病院・小学校・中学校からも近く
住環境も整備されており、豊かな自然に囲まれた場所で
あることから心穏やかに子育て・暮らせるものと考え、
一生涯の住宅の敷地とすることに決断した次第でありま
す。

　次に担当する農業委員から説明をお願いします。



(起立全員)

質問

質問

（質疑・意見なし）

質問

 議長

・農地転用許可のは県の許可とお聞きしましたが、判断
基準を教えてください。

・農地転用許可は県知事の許可となります。権限移譲を
受けている市町村は、市町村での許可となります。

・農地転用許可基準はまず、農地以外に活用できる土地
は無いかの確認となります。次に農地性ですが３種農地
であれば原則許可となります。
　つぎに２種農地ですが３種農地に立地困難な場合に許
可となります。１種農地については原則不許可となりま
すが条件によっては許可になる場合があります。

　特にないので質疑を終了し、採決を行います。「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。

次に２番について事務局より、説明をお願いします。

・この申請地の他に検討した土地は無かったのか。

・農業委員会事務局において、現在、所有されている土
地については確認しております。すでに利用されている
土地、市に協力していただいている土地がありますが、
住宅に適した土地は他に無いと判断しております。

・以前、資材置場として農地転用が出されたましたが、
一部について資材置場として活用されていないと思う
が、この土地も検討されているのか。

・事業を行う上で資材置場として農地転用が出され、土
地利用計画では重機、ダンプカー、資機材、残土等の置
場と計画されています。
　検討する土地については、所有しているすべての土地
について、検討した上で今回の申請地となっています。

 議長

事務局

事務局

事務局



・申請地は市役所の北西方約200ｍに位置する第３種農
地で、農業振興地域の農用地当初除外となっています。

質問

質問

質問

 議長 出席委員の質疑、意見等を求めます。
質疑、意見等ございましたら挙手をもってお願いしま
す。

・譲借人は、父の代から居住地にて工務店を経営し、敷
地内に３台の自家用車、営業車を駐車していますが、敷
地が狭く資材倉庫に1台を駐車していました。
　近年、保管資材が増加したことから駐車に苦慮してお
りました。
　また、来客者用の駐車場が無く困っていたところ申請
地の土地所有者から許可が出るのならば貸してもよいと
の話を受けることができたため、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。
・譲借人は、工務店を営んでおり、来客用駐車場も無い
ため駐車スペースに苦慮していたところ、譲渡人に相談
したところ快く了解を頂いたことから、今回の申請に
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。
・この土地は、国道と県道の交差点に位置している44㎡
程の土地であるため、駐車場として利用するについては
了解している。

・資料を見たところ自転車等が通行した跡があるが、歩
道が狭いため農地側に入ってしまうのか。

・国道側には概ね3ｍの歩道が設置されています。
　また、県道側は歩道は無く、路側帯のみです。

・農地転用後、地目はどうなるのか。

・農地転用許可後、許可書をもって法務局で地目変更登
記が可能となりますが、地目変更がされないままとなっ
ている土地もあります。
　事務局では許可書をお渡しするときに速やかに地目変
更していただくよう指導しております。

・地目変更をしないで雑種地、宅地のままだと課税はど
うなるのか。

・課税につきましては、1月1日を基準に現況課税となり
ます。

議案書をもとに、説明します。

 議長

 議長

事務局

事務局

事務局

推進委員

農業委員

事務局



(起立全員)

 議長 出席委員の質疑、意見等を求めます。
質疑、意見等ございましたら挙手をもってお願いしま
す。

質問 ・駐車場としての利用ですが、入出路はどのような計画
か。
　また、塀等の計画はあるのか。

 議長

 議長

・計画での入出路は県道からとなっています。
・塀については計画はありません。

事務局

農業委員

推進委員

事務局

　起立全員のため、「許可相当」とすることに決定しま
した。

次に３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。
・申請地は大橋市民センターの北側に位置しておりま
す。

（質疑・意見なし）

　特にないので質疑を終了し、採決を行います。「許可
相当」とすることに賛成する委員の起立を求めます。

・耕作者（土地所有者）である譲渡人が所有している本
申請地の農地は、道路等からの雨水流入に悩まされてい
ます。
　昨年、隣接地で行った農地改良が良好であったことか
ら、本申請地の農地改良を実施することで雨水の流入を
防止し、更なる露地野菜の栽培を行おうとするもので
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、市内において多くの農地改良の実績がある
業者です。
　建設残土を搬入し天地返を行い改良を行うものです。

　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。

譲渡人に、確認した内容を報告します。
・昨年、隣接地を道路からの雨水対策として、試行的に
行ったが良好であったことから引き続き、農地改良を行
いたいとのことでした。

 議長

 議長



 推進委員

 推進委員

(起立全員)

 日程第３

農業委員

・通年を通して出荷しているのですか。

・作物によっては通年出荷している。

　特にないので質疑を終了し、採決を行います。「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。

質問

質問

質問

 議長

 議長

 議長

・申請者の夫の農作業日数は300日、妻は100日となって
います。申請地の作付計画書では品目はトウモロコシ、
収穫量は800㎏予定となっています。
　他の畑についてはキュウリ、ネギ、大根、人参、里芋
などを出荷しているそうです。

・主な出荷先はわかりますか。

・カインズに出荷しています。

 議長 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、平成２６年１２月１日より利用権賃貸借を
行っており、今回、継続して令和２年１２月１日から令
和５年１１月３０日までの３年間、農業経営基盤強化促
進法の規定に基づき利用権設定により、賃貸借契約を締
結する農地です。

　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。
・申請地は、利用権設定の更新で３回目となります。
　圃場はベイシアに近く、作付けした物はすべてベイシ
アに出荷しているそうです。
　借受人は農業会議所にも所属しており、一生懸命耕作
している。
　本人も地元に根付いた農業をしていきたいとのことで
した。

事務局

事務局

　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。

申請地と所有している畑の経営状況はどうですか。

議案第２５号

（質疑・意見なし）

 議長



（質疑・意見なし）

(起立全員)

　

　

1 件
件

1 件

（質疑・意見なし）

(起立全員)

 議長 出席委員の質疑、意見等を求めます。
質疑、意見等ございましたら挙手をもってお願いしま
す。

 議長

・諸証明の発行

事務局より、説明（報告）をお願いします。

・農地法第２章第１節の許可及び不許可の状況　

第10回総会における審議案件

 日程第４  議長

農地法第５条の許可案件 なし

・農地法第４条の転用届出専決処分

推進委員

 議長

 議長

 議長

　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。
・３回目の継続ですが良好に使っていただいているので
引き続き賃貸借契約を更新していきたいとのことでし
た。
　自作農については所有している150坪ほどの土地で自
家用野菜を作っているそうです。

事務局

事務局

議案書をもとに、説明（報告）します。

・農地法第５条の転用届出専決処分 8

　特にないので質疑を終了し、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。

出席委員の質疑、意見等を求めます。
質疑、意見等ございましたら挙手をもってお願いしま
す。

・耕作をしていない箇所もあるが、すべて耕作している
のでしょうか。

・現在、土地の奥の部分については耕作しております。
　借受人からはすべての土地を利用すると伺っていま
す。

　特にないので質疑を終了し、採決を行います。
「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。

報告第１０号　報告事項についてを議題といたします。

質問

 議長



　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

 議長

 議長

事務局

事務局 特にありません

　それでは、事務局より、議事録の報告をお願いしま
す。

その他について説明事項等はありますか。

起立全員のため、「承認」することに決定しました。

　以上をもって、令和２年第１１回農業委員会総会を閉
会します。

議事録の署名

 日程第５


