
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について

日程第２

日程第３ 議案第１４号　農用地利用集積計画の決定について

日程第４

日程第５

（これより総会の開会）

　長谷川　正　博 出　席

報告第　５号

出　席

その他

９

氏　　名 出欠席

玉  木    亨 出　席

報告事項について

議事の日程

総会に出席を求めた者 事務局の出席状況

出　席

戸　田　勝　利

議案第１３号 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

議長 　農業委員９名中７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。

日程第１ 議長 議事録署名委員の指名について

議席番号９番　長谷川正博　委員　

議席番号１番　滝島光雄　委員　

を指名します。

内　　　　　容

高　橋　　浩

議　　事（担当）

農地利用最適化推進委員

髙　沢　健　二 出　席

　小　川　佐智恵

出　席

　開催日・場所 令和３年６月２５日（金） 鶴ヶ島市市役所　５０４会議室

　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４１分

 会長　町田　弘之

欠　席

出　席 小　川　清　志

農　業　委　員

１

８

　川　鍋　昭　人

出　席　町　田　弘　之

６ 　須　藤　良　春 欠　席

７

岸　田　清　正５ 出　席

出　席

福　島　義　博 出　席

２

出　席　比留間　正　道３

出　席　岡　野　とし子

村　野　利　文 出　席　内　野　正　子４

令和３年第６回鶴ヶ島市農業委員会総会議事録

　これより令和３年第６回農業委員会総会を開会しま
す。

出　席

　滝　島　光　雄

議席番号 氏　　名 出欠席 氏　　名 出欠席



推進委員 　譲渡人に、確認した内容を報告します。

議長

・連絡が取り難い所有者のため、ここ何度か事務局で対
応していただいています。今回も同様に事務局で対応し
ていただくことになりましたので、よろしくお願いしま
す。

　出席委員からの質疑、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。

事務局

事務局 　担当する農業委員に、確認した内容を報告します。

・申請地は、東武越生線西大家駅の南東約２９０ｍ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、妻、義両親、義弟とともに妻の実家で暮ら
しています。

・譲受人の母親は川越市内のマンションに居住してお
り、妻の勤め先が坂戸市の中小坂のため、将来家を持つ
なら各々の実家や勤務先に比較的近い所をと考えていま
した。

　次に担当する農業委員が欠席されていますので、引き
続き事務局から説明をお願いします。

・譲受人は公立高校の教員で、現在はさいたま市見沼区
に勤務していますが、転勤の範囲は所沢、飯能、日高な
ど西部地区となる見込みのため、本申請地からは通勤も
容易であり、大学も坂戸市にあるキャンパスに通学して
いたので申請地付近は土地勘や馴染みもあり、家族ぐる
みで交流のある友人も複数いるとのことです。

　申請書のとおり間違いがないことを、譲受人に確認し
たとのことです。

議長

　事務局より、説明をお願いします。

日程第２ 議長 議案第１３号の１番
　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。

・また、一昨年の台風１９号の影響で妻の実家は浸水被
害に遭い、避難生活を余儀なくされていたことから、ハ
ザードマップを参考にしながら購入する土地を探してい
たところ、本申請地と巡り合うことになりました。

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。

　議案書をもとに、説明します。

事務局 譲渡人に確認した内容を報告します。

　本申請内容に間違いがないことを確認しました。

（質疑・意見なし）



事務局

議長 　次に担当する農業委員から説明をお願いします。

農業委員 　譲受人に、確認した内容を報告します。

議長

　起立全員のため、「許可相当」とすることに決定しま
した。

(起立全員)

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。

推進委員

・申請地は、藤小学校の南東約３２０ｍに位置する第２
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。

　議案書をもとに、説明します。

議長

申請地は、圏央道の建設に伴い買収された農地の残地と
のことです。

　今回の申請内容に間違いがないことを確認しました。

　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。

　譲渡人２名に、確認した内容を報告します。

　次に２番について事務局より、説明をお願いします。

・譲受人は、現在妻と三人の子供（小学４年、小学２
年、１才）と共に藤金地内のアパートに居住していま
す。
・譲受人は、藤金地内にある不動産店の店長として勤務
しており、妻は日高市森戸新田地内でパート勤務をして
います。
・第三子が産まれ、家財道具も増え現在のアパートでは
手狭になったため、持家の検討を始めました。
・候補地を選定するにあたっては、第一子、第二子が既
に小学校に入学していることから、通学する藤小学校区
内で、自家用車２台と社用車１台の駐車場を確保する必
要がありました。
・これらの条件に見合う用地として本申請地を申請する
ことになったということです。

・譲受人は、現在妻と三人の子供（小学４年、小学２
年、１才）と共に藤金地内のアパートに居住していま
す。
・譲受人は、藤金地内にある不動産店の店長として勤務
をしており、第三子が産まれ家財道具も増え現在のア
パートでは手狭になったため、持家の検討を始めたとの
ことです。
・候補地の選定にあたっては、第一子、第二子が既に小
学校に入学していることから、通学する藤小学校区内に
あり、自家用車２台と社用車１台の駐車場を確保する必
要がありました。
・これらの条件に見合う用地として、本申請地を選定し
たとのことです。



　埼玉県の公共事業用地の区域に入っているため、設定
期間は５か月となったとのことです。現在ネギを５００
㎡ぐらい栽培しており、５か月の間には出荷できるとの
ことです。

  事務局より、説明をお願いします。

事務局   議案書等をもとに説明します。

・申請地は太田ヶ谷地区で、農振農用地、第1種農地で
す。面積は1,472㎡となります。

・平成２８年７月１日から設定している利用権の設定期
間が終了するため、引き続き農業経営基盤促進法の規定
に基づく利用権を設定するものです。

・期間は令和３年７月１日から令和３年１１月３０日ま
での５か月間となっています。

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。

委員 　本計画は、申請地と隣接する山林の2筆で計画されてい
ますが、地権者は同じ人ですか。

事務局 　地権者は同じ方です。

議長

　出席委員からの質疑、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。

日程第３ 議長 議案第１４号の1番
　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。

　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

議長 　以上で質疑を終了し、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)

議長

農業委員 　借受人に、確認した内容を報告します。

　利用権設定の期間が終了するため、引き続き利用権の
設定を行うものです。

推進委員 　貸付人に、確認した内容を報告します。

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。

　利用権設定の期間を５か月とすることについて確認し
ました。

　次に担当する農業委員から、説明をお願いします。



・現在設定している利用権は、平成２８年７月１日から
設定していますが、本年６月３０日に設定期間が終了す
るため、新たに本申請者が農業経営基盤促進法の規定に
基づく利用権を設定するものです。

(起立全員)

議長 　起立全員のため、「可」とすることに決定しました。

事務局   議案書等をもとに説明します。

（質疑・意見なし）

議長 　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。

議長 　起立全員のため、「可」とすることに決定しました。

・申請地は高倉地区で、農振農用地、第1種農地です。面
積は2筆合わせて4,575㎡となります。

・期間は令和３年７月１日から令和８年６月３０日まで
の５年間となっています。

議長
　次に担当する農業委員から、説明をお願いします。

農業委員 　借受人に、確認した内容を報告します。

　利用権設定の期間が終了するため、引き続き利用権の
設定を行うものです。

　現在の作付け面積は6haほどとのことですが、あと１ha
程度拡張したいと考えているとのことです。

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。

推進委員 　貸付人に、確認した内容を報告します。

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。

（質疑・意見なし）

議長 　特にないので質疑を終了し、採決を行います。

　内容に間違いはないとのことでした。

日程第４ 議長 　報告第６号　報告事項についてを議題といたします。

　事務局より、説明（報告）をお願いします。

　「可」とすることに賛成の委員の起立を求めます。

(起立全員)

  次に２番について、 事務局より説明をお願いします。



　

　

委員

事務局

日程第５ 議長 　その他について事務局より説明をお願いします。

事務局

事務局 　様式２は、令和２年度の点検・評価を記載することに
なっていますので、令和２年度に農業をやめた新規参入
者がいる場合は、その理由を分析し、今後どのように改
善していったら良いのかを付記することとします。

議長 　ほかに質問・意見等が無ければ、令和２年度の点検・
評価及び令和３年度の活動計画については、農業委員会
として、意見は特になしとします。

委員 　令和２年度の点検・評価の中に、新規参入者の目標と
活動評価の記載があります。これはこれでいいのです
が、やめた人の理由も評価として整理しないと、同じ流
れでやめてしまう人がでてきても支援ができないのでは
ないでしょうか。

　議案書をもとに、説明（報告）します。

議長 　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。

議長 　何か質問、意見等はありますか。

事務局

　・農地法第２章第１節の許可及び不許可の状況　

　令和３年第３回総会における審議案件
　農地法第５条の許可案件 3 件

　・農地法第５条の転用届出専決処分 6 件
　・農地法施行規則第２９条第１号に基づ
　　く届出 なし

　・諸証明の発行

議長

　事業の一部をやめた法人はありますが、撤退した法人
はありません。

　撤退した農業参入法人があると聞いたことがありま
す。どうなっていますか。

(起立全員)

　起立全員のため、「承認」することに決定しました。

なし

　「農業委員会の適正な事務実施について」に基づく令
和２年度の点検・評価及び令和３年度の活動計画につい
て

　資料に基づき説明

　各委員からの質疑、意見等を求めます。

（質疑・意見なし）

1 件　・農地法第４条の転用届出専決処分



　前回の総会において、議案第１２号の１番の審議の
際、申請地の近くにある水路がせき止められているの
で、何とかならないかとのお話がありました。総会終了
後、事務局から所管課に連絡をしておりますので報告い
たします。

　議長及び議事録署名委員２名が署名する。

閉会 議長 　以上をもって、令和３年第６回農業委員会総会を閉会
します。

議事録の
署名

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 　それでは、事務局より、議事録の報告をお願いします。

議長 　その他、説明事項等はありますか。

事務局


