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議案第２６号
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報告第１１号 報告事項について

その他

農地法第５条の規定による許可申請書に対する意見
具申について

議事の日程

議　　事（担当）

事務局

 日程第１ 議長 議事録署名委員の指名について

議席番号１番　滝島　光雄　委員

議席番号２番　岡野とし子　委員　

を指名します。

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１２回農業委員会総会を開会します。

議案第２６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。

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東約350ｍ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。

・譲受人は、譲渡人の二男であり、現在、賃貸住宅に妻、娘の3人
で生活しています。
　生計を営んでいるうちに現在の賃貸住宅も狭くなったため家族



事務局 議案書をもとに、説明します。

・申請地は中学校の南西約100ｍに位置する第１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。

・譲受人は、平成元年に法人として設立し、耳鼻咽喉科診療所・
介護老人保健施設・在宅医療診療所を開設し、訪問介護ステー
ションの経営、介護保険法に規定する高齢者相談支援センター・

・申請地以外に農地を所有しているが、その土地は自家用農地と
して使用している。

農業委員

議長

推進委員

　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。

議長

・事務局の説明にあった通り、借家であり、子供も成長に伴い手
狭になった。
　また、実家のすぐそばであるため高齢となってきた両親の老後
の支援もしやすくから計画したとのことでした。

議長

（他に質疑・意見なし）

議長

(起立全員)

議長

出席委員からの質疑、意見等を求めます。

　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。

質問

事務局

・防火水槽があるが、防火水槽を避けた計画になっているのか。

・防火水槽は、坂戸鶴ヶ島消防組合で設置しているもので、敷地
計画は防火水槽を避けた計画となっています。
　農地転用については申請地１筆となっています。

質問

事務局

・防火水槽と建物配置計画を知りたい。

・農業委員、農地利用最適化推進委員へ申請書の配置計画図にて
説明。

質問

事務局

・確認ですが、この申請は売却ではなく貸借なのですか。

・２０年間の貸借です。

　次に担当する農業委員から説明をお願いします。

譲受人に、確認した内容を報告します。

　生計を営んでいるうちに現在の賃貸住宅も狭くなったため家族
と相談した結果、自己用住宅を建築しようとのことになりまし
た。
　そこで、市街化区域内で候補地を探しましたが、駅から遠かっ
たり、前面道路の交通量が多かったり、土地の形状など、条件が
合わず困っていました。
　実家に相談したところ、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た。
　申請地は、実家のすぐそばであるため高齢となってきた両親の
老後の支援もしやすく、万が一の時にはすぐに駆け付けることも
できることから本申請地を選定いたしました。



議長

農業委員

ションの経営、介護保険法に規定する高齢者相談支援センター・
介護訪問・居宅介護支援・訪問リハビリテーションを運営し、障
害者自立支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護事業の運営を
行っています。
　今回、「新型コロナウイルス」の検査体制の整備推進強化につ
いて、国・県から各医療機関に要請があったことから、譲受人は
「新型コロナウイルス」の検査体制の整備計画を立案しました。
　検査体制を強化するためには専用の検査施設が必要となること
からその整備手法について検討しました。
　現在、鶴ヶ島在宅医療診療所にて新型コロナウイルス検査を実
施していますが、他の患者の診療と新型コロナウイルスの検査に
伴う医療行為は別棟にて実施することが良いとの結論に至りまし
た。
　そこで専門検査棟建設にあたって用地を検討したところ、既存
の鶴ヶ島在宅医療診療所にはスペースがないことから隣接地の土
地所有者の方々へ相談したところ、本申請地の土地所有者様から
売却してもよいとのお話をいただくことができたため、本申請地
にて新型コロナウイルス検査棟を設け、地域の安心安全に資しよ
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。

議長

推進委員

議長

・この申請についての意思確認しましたが、間違えないとのこと
でした。

質問

事務局

・検査施設について近隣住民に対して説明はしていますか。

・建物の規模はどれくらいなのか。

・近隣住民に対して説明については確認しておりません。

・プレハブタイプで約11㎡となります。
　また、ドライブスルーに伴う回転路、駐輪場、駐輪場等の配置
になります。

質問

事務局

・トラブルを避けるため、近隣住民に対し説明会は行ったほうが
良い。

事務局 ・近隣住民に対し説明会は行ったほうが良いと思いますので、事
務局から意見も含め伝えさせていただきます。

質問 ・コロナが終息した後の計画は決まっているのか。

・現在の計画は、当面、プレハブで対応するが、長期化すれば施
設を検討するとのことでした。
　その後の計画は聞いておりません。

・現在、新型コロナウイルス感染症対策を巡り鶴ヶ島在宅医療診
療所内にて新型コロナ検査を実施していますが、今後、感染症対
策として一般の受診者と区別するため、別棟にて実施する考えに
至りました。
　この計画は診察、検査専門棟建設用地、受診者用の駐車場、駐
輪場等の土地が必要となることから、鶴ヶ島在宅医療診療所に隣
接する農地を新型コロナ診察、検査専門棟建設用地として今回の
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。

・鶴ヶ島市内には、他に土地は所有していない。

出席委員からの質疑、意見等を求めます。



　

　

質問

事務局

・施設を検討する状況とはどのような場合なのか。

・国、県から検査人数増等の依頼等があった場合と聞いておりま
す。

質問

事務局

・申請では所有権移転となっているが、賃貸借でもよいのではな
いか。

・土地所有者との協議の結果と思います。

質問

事務局 ・第１種農地で保全すべき地域ですので、原則不許可地域です
が、例外規定による事業内容、施設等であれば農地転用許可が受
けられる可能性があります。

・この地域は、軒並み農地転用がされているが、農地転用申請が
あれば許可される地域でしょうか。

質問

事務局

・既存の申請者駐車場にプレハブを建て対応はできないのか。

・既存の駐車場は活用されているため、プレハブ等の検査棟の設
置はできないとのことでした。

議長

事務局より、説明（報告）をお願いします。

（他に質疑・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。

　起立全員のため、「許可相当」とすることに決定しました。

報告第１１号　報告事項についてを議題といたします。

議長

(起立全員)

 日程第４ 議長

事務局

それでは、事務局より、議事録の報告をお願いします。

　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。

起立全員のため、「承認」することに決定しました。

その他について説明事項等はありますか。

特にありません

・農地法第５条の転用届出専決処分 4 件

・諸証明の発行 1 件

議長

（質疑・意見なし）

各委員からの質疑、意見等を求めます。

事務局

第11回総会における審議案件

議事録の
署名

議長

農地法第５条の許可案件 3 件

・農地法第４条の転用届出専決処分 1 件

議案書をもとに、説明（報告）します。

・農地法第２章第１節の許可及び不許可の状況　

議長

(起立全員)

議長

 日程第３



　議長、議事録署名委員（３名）が署名する。

　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。

署名

事務局

閉会 議長 　以上をもって、令和２年第１２回農業委員会総会を閉会しま
す。


