
令和２年　第３回　総 会 議 事 録

（これより総会の開会）

 議長 農業委員９名中９名

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３回農業委員会総会を開会します。

 日程第１  議長 議席番号２番　川鍋　昭人　　委員　

議事録署名委員 議席番号４番　岡野　とし子　委員

の指名 を指名します。

 日程第２  議長 １番について事務局より、説明をお願いします。

議案第８号

農地法第５条  事務局 議案書をもとに、説明します。

の規定による ・川越市において総合建設業を営む譲受人が事業者となり

許可申請書に 　五味ヶ谷地区に眼科・皮膚科診療所及び調剤薬局を開設

対する意見具 することに伴い、従業員用駐車場を確保するべく、申請

申について 　地を農地転用するもの。

１番 ・申請地西側に県道川越坂戸毛呂山線が面しており、南側

　に圏央道の側道が通る場所です。申請面積は285㎡で農地

　性は第２種農地。農業振興地域は当初除外となります。

 議長 次に担当委員から、説明をお願いします。

 農業委員 譲渡人は、譲受人である法人の代表者であるため、一括し

て電話で確認した事項を報告します。

・申請地は県道を挟む西側にはコンビニエンスストアが開

　店しており、眼科・皮膚科等の予定地は当該店舗の西側

　に位置する雑種地です。さらにその西側に内科の診療所

　があること。南側に圏央道側道に接していることから、

　800㎡未満の敷地故に来客用駐車場４台分を確保するのが

　精一杯だったということです。

・診療所と調剤薬局の従業員は自家用車での通勤を希望し

ており、当初は北側にある市街化区域内の月極駐車場を

探しましたが空きはなかったそうです。

・こうした経過から市街化調整区域であり、県道を横断せ

ねばならない場所ながら関係者が所有する申請地を利用

することで対応しようとするものです。

 議長 出席委員からの質疑、意見等を求めます。

.農業委員 （質疑等なし）

 議長 これより採決を行います。許可相当とすることに

内　　　　　容



賛成する委員の起立を求めます。

（採決）

 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。

議案第８号  議長 次に２番について事務局より、説明をお願いします。

農地法第５条

の規定による  事務局 議案書をもとに、説明します。

許可申請書に ・三ツ木地区にて施設野菜の複合経営を行う認定農業者が

対する意見具 　９ヶ月間の農地転用手続きを行い、市道から低く、軟弱

申について 　地盤である申請地に農地改良を施工し、露地野菜の栽培　

２番 　を行うもの。

・申請地は南側に大型ショッピングセンター、市道を挟ん

　だ北側には寺社敷地が接している。

・申請地は２筆で登記事項証明書の面積1,942㎡のうち、

　既設のハウス部分を除く、1,127㎡が申請面積となる。

 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 譲受人である事業者に電話にて確認した事項を報告します。

・譲受人は、近年において太田ヶ谷地区、藤金地区及び脚

　において農地改良を施工した実績のある事業者です。

・市内で農地改良の施工実績のある事業者ということで条

　件面で双方の合意に至ったということです。

 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 譲渡人宅を訪問して確認した事項を報告します。

・譲渡人が所有する申請地は、平成７年頃の三ツ木新町地

　区の区画整理事業に伴い周辺市道と比較し低地化が顕著

・６年程前の大雪の時、申請地に設置したハウスが倒壊し

　暫く耕作等を休んでいた申請地で営農を開始するべく、

　農地改良を施工しミニトマト等露地野菜の栽培を計画す

　るにあたり本市で農地改良の実績がある譲受人に依頼す

　ることに決めたようです。

・客土についても川越市鯨井地区にある土木建材業者から

　仕入れを行っていること。当該業者は、主に公共工事で

　発生した残土から農地に適したものを選別して使用して

いることから安心して施工を任せられたようです。

 議長 出席委員からの質疑、意見等を求めます。

.農業委員 当該施工に伴い低地化する南側農地は農地改良等の予定

はありますか。

 事務局 現段階では予定していないとお聞きしています。

 議長 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。

（採決）

 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。

 日程第３  議長 日程第３　議案第９号　農用地利用集積計画の決定に

議案第９号 ついてを議題とします。

農用地利用集積 今回の利用権は概ね３つに分類することができます。

計画の決定に このことについて事務局より説明をお願いします。

ついて

ついて  事務局 　本案は全部で11件となりますが、概ね３つに分類する

１番 ことができますのでご説明いたします。。

　１番から５番は、農用地利用集積計画により既に利用権

設定を行っている農地が契約期間の満了に伴い継続して契

約を行うもので貸付人・借受人に変更はありません。

　次に６番から10番は、「いるま地域明日の農業担い手育

成塾」により２年間の実地研修を今月修了し、来月から新

規就農者となる借受人が貸付人と直接、農業経営基盤強化

促進法に基づく利用権設定契約を締結するものです。

　11番についてはＮＰＯ法人による経営規模の拡大を目的

とした農業経営基盤強化促進法の規定に基づく農地の借り

増しとなります。

 議長 まず１番から５番について、順次事務局から説明をお願い

します。

 事務局 １番から５番について、議案書をもとに順次説明します。

最初に１番について説明します。

　松ヶ丘地区に居住する借受人が今月末で契約期間が満了

となる申請地について、貸付人と農業経営基盤強化促進法

の規定に基づき、あらためて２年間の利用権設定契約を締

結するものです。平成26年4月に新規就農者となった借受人

は３度目の更新です。

　申請地は日高市との市境で町屋地区の農地で申請面積は

659㎡となります。

 議長 それでは１番について、担当委員から補足等があれば

お願いします。

（補足事項等なし）

 議長 委員からの質疑、意見等を求めます。

（質疑等なし）

 議長 それでは採決を行います。可とすることに

賛成する委員の起立を求めます。

（採決）

 議長 起立全員のため、１番を可とすることに決定しました。



議案第９号  議長 次に２番について事務局から説明をお願いします。

農用地利用集積

計画の決定に  事務局 ２番について説明します。

ついて 　いるま野農業協同組合の研修用農地である申請地が今月

２番 末を以て契約期間が満了することに伴い、貸付人とあらた

めて２年間の利用権設定契約を締結するものです。

　申請地は農業交流センター南側に位置する農地で申請面

積は627㎡となります。

 議長 それでは２番について、担当委員から補足等があれば

お願いします。

（補足事項等なし）

 議長 委員からの質疑、意見等を求めます。

（質疑等なし）

 議長 それでは採決を行います。可とすることに

賛成する委員の起立を求めます。

（採決）

 議長 起立全員のため、２番を可とすることに決定しました。

議案第９号  議長 次に３番から５番まで事務局から説明をお願いします。

農用地利用集積

計画の決定に  事務局 ３番から５番については借受人が同一であります。議案書

ついて をもとに一括して説明します。

３番から５番 　平成27年４月から市内にて農業参入を開始した借受人が

引き続き、申請地を農業経営基盤強化促進法の規定に基づ

く利用権設定契約をあらためて締結するものです。

　申請地は下新田地区の共栄一本松線北側に位置する農地

及び三ツ木地区の市役所南側のおよそ400ｍ程に位置する

農地で３件は合計５筆で申請面積は3,737㎡となります。

 議長 それでは３番から５番について、担当委員から補足等が

あればお願いします。

（補足事項等なし）

 議長 委員からの質疑、意見等をを求めます。

 農業委員 借受人は主にどのような品目を栽培していますか。

 担当委員 ウコン、ニンニク等の健康加工食品の原料となる作物を主

に栽培しています。

 事務局 借受人の生産した健康食品は、鶴ヶ島市のふるさと納税の

返礼品として活用されています。

 議長 それでは採決を行います。３番について可とすることに



賛成する委員の起立を求めます。

（採決）

 議長 起立全員のため、３番を可とすることに決定しました。

 議長 次に４番について可とすることに賛成する委員の

起立を求めます。

（採決）

 議長 起立全員のため、４番を可とすることに決定しました。

 議長 次に５番について可とすることに賛成する委員の

起立を求めます。

（採決）

 議長 起立全員のため、５番を可とすることに決定しました。

議案第９号  議長 　次に６番について、事務局から説明をお願します。

農用地利用集積

計画の決定に  事務局 ６番について、議案書をもとに説明します。

ついて 埼玉県の補助事業として西部地区13市町といるま野農協が

６番 連携して平成23年より開設する「いるま地域明日の農業担

い手育成塾」で２年間の実地研修を修了し本年４月から農

業経営を開始する借受人が現在の研修農地を農業経営基盤

強化促進法に基づき５年間の利用権設定契約を締結するも

のです。

　申請地は上新田地区にあり、東武越生線一本松駅を毛呂

山方面に800ｍ程進んだ線路沿い南側に位置する農地です。

　借受人は現在40歳です。今年に入り脚折地区の賃貸マン

ションから町屋地区の一戸建賃貸住宅に転居しました。

　新規就農者として本市で就農を開始するにあたり貸付人

と直接、農地の賃借契約が可能となるため、条件面も含め

て見直し等を行い利用権設定契約を締結するものです。

 議長 それでは６番について、担当委員から補足等があれば

お願いします。

（補足事項等なし）

 議長 委員からの質疑、意見等を求めます。

（質疑等なし）

 議長 それでは採決を行います。６番について可とすることに

賛成する委員の起立を求めます。

（採決）

 議長 起立全員のため、６番を可とすることに決定しました。

議案第９号  議長 　次に７番から10番を事務局から説明をお願します。

農用地利用集積



計画の決定に  事務局 当該案件について議案書をもとに説明します。

ついて ６番の案件と同様「いるま地域明日の農業担い手育成塾」

７番から10番 で２年間の実地研修を修了し本年４月から農業経営を開始

する借受人が研修農地を農業経営基盤強化促進法に基づき

５年間の利用権設定契約を締結するものです。

　７番及び８番の申請地は実地研修を今も行う農地です。

９番及び10番の申請地は研修農地と東武越生線に挟まれた

農地で２年間の実地研修の様子を見ていた隣接地権者の方

から農地貸借の申し出があったことが今回の申請に至った

ものと伺っています。

　申請地は上新田地区にあり、東武越生線一本松駅を毛呂

山方面に800ｍ程進んだ線路沿い南側に位置する農地です。

　借受人は現在41歳です。今年に入り脚折地区の賃貸マン

ションから町屋地区の一戸建賃貸住宅に転居しました。

　新規就農者として本市で就農を開始するにあたり貸付人

と直接、農地の賃借契約が可能となるため、条件面も含め

て見直し等を行い利用権設定契約を締結するという点は６

番の借受人の場合と同様です。

 議長 それでは担当委員から補足等があればお願いします。

（補足事項等なし）

 議長 委員からの質疑、意見等を求めます。

（質疑等なし）

 議長 それでは採決を行います。７番について可とすることに

賛成する委員の起立を求めます。

（採決）

 議長 起立全員のため、７番を可とすることに決定しました。

 議長 次に８番について可とすることに賛成する委員の起立

を求めます。

（採決）

 議長 起立全員のため、８番を可とすることに決定しました。

 議長 次に９番について可とすることに賛成する委員の

起立を求めます。

（採決）

 議長 起立全員のため、９番を可とすることに決定しました。

 議長 次に10番について可とすることに賛成する委員の

起立を求めます。

（採決）

 議長 起立全員のため、10番を可とすることに決定しました。



議案第９号  議長 次に11番について事務局から説明をお願いします。

農用地利用集積

計画の決定に  事務局 11番について説明します。

ついて 　平成19年に坂戸市で設立したＮＰＯ法人が今春、高倉地

11番 内に作業所機能を備えた農家レストラン等を開設するに伴

い、使用する食材を栽培するべく農業経営基盤強化促進法

の規定により３年間の利用権設定契約を締結し申請地を借

り受けようとするものです。

　申請地は県立高校西側にある農地で申請面積が1,633㎡。

施設からは徒歩で10分程の距離と伺っております。

 議長 それでは担当委員から説明をお願いします。

 担当委員 本申請は、市農業交流センター西側に開設する農家レスト

ラン等で使用する食材を栽培することを目的としています。

申請地は施設から徒歩で10分程と近いこと。また貸付人も

子どもたちも農業を継ぐ意思もなく、当該地域で農業経営

実績がある借受人が借り受けることは助かるようでした。

 議長 委員からの質疑、意見等を求めます。

（質疑等なし）

 議長 それでは採決を行います。可とすることに

賛成する委員の起立を求めます。

（採決）

 議長 起立全員のため、可とすることに決定しました。

 日程第４

議案第10号  議長 日程第４　議案第10号　生産緑地に係る農業の主たる

生産緑地に係る 従事者証明についてを議題とします。
農業の主たる １番について事務局より、説明をお願いします。
従事者証明に

ついて  事務局 議案書等をもとに説明します。

・本年３月２日付で申出者から生産緑地法第10条の規定に

　基づき、買い取り申し出をする生産緑地につき、死亡も

　しくは農業の継続を不可能とさせる故障を生じた者が

　「農業の主たる従事者」に該当することを証明するもの

　です。

・今回の申請については、令和元年11月29日付で農業の主

　たる従事者に該当する方の死亡に伴い、実子を申出人と

　した申請がありました。

・申請地は、国道407号を雷電池方面に東側に150ｍ程進ん

　だ場所及び自宅西側の市街化区域農地で面積は、3,577

㎡が平成４年12月に生産緑地に指定されています。

・現況はすべて茶畑ですが、主たる農業従事者の死亡及び

　製茶業が昨年中に廃業されております。

・申請地の現況は茶畑ですが以上のことから継続は困難と

　想定されます。

 議長 　今回のケースにつきましては、特に担当委員からの説明



　はありません。委員からの質疑、意見等を求めます。

（質疑等なし）

 議長 　それでは採決を行います。証明書を発行することに

賛成の委員の起立を求めます。

（採決）

 議長 起立全員のため、発行することに決定しました。

 日程第５  議長 日程第５　議案第11号　農地の下限面積の決定について

議案第11号 を議題とします。

農地の下限 １番について事務局より、説明をお願いします。

面積の決定に

ついて  事務局 先月の総会において、下限面積の設定に伴う課題と利点が

わかりにくいとの指摘を頂きました。このことを受けて、

下限面積の設定に伴う課題と利点について、まとめたもの

を作成し、配布しましたので説明いたします。

（資料に沿って説明）　

 議長 ただいまの事務局の説明や過去３度の審議の経過も踏まえ

委員からの質疑、意見等を求めます。

（様々なケースを想定した質疑応答あり）　

 事務局 様々な意見を頂き、ありがとぅございます。

当該案件につきましては、市産業振興課が策定を進める

都市農業振興計画と連携を図りながら推進するものと考え

ます。その効果等につきましては未知数であります。しか

しながら鶴ヶ島市の農業の現状等を踏まえた場合、ここで

何らかの対策を講じない場合、近い将来、荒廃農地の増加

等の問題が生じかねないこともまた事実です。

当該諸課題の解消に繋がるか否かは未定ですがひとつの

起爆剤として提案いたすものです。しかしながらこうした

取り組みを行ったとしても効果が見込めない場合、元の50

ａに戻すことも選択肢に入れたうえで下限面積を設定する

こととし、柔軟な対応を行いたいと考えます。

　議長 事務局から説明がありました。また過去３回の総会におい

て出席委員からの意見・提案等を踏まえまして、私から提

案いたします。委員任期の総括として任期の最終年など３

年以内に下限面積の設定等について総会において審議する

旨の条件を付したうえで議案第11号　農地の下限面積の設

定について、30ａと設定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 本件は、条件を付したうえで原案のとおり決定しました。

 日程第６  議長 事務局より、説明（報告）をお願いします。

報告第３号

報告事項につ  事務局 議案書をもとに、説明（報告）します。

いて ・農地法第２章第１節の許可及び不許可の状況　

　２月総会における審議案件



　

　

・諸証明の発行　なし

 議長 各委員からの質疑、意見等を求めます。

（質疑・意見なし）

 議長 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)

 議長 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 　日程第７　その他について説明事項等はありますか。

その他

 事務局 今後の予定（次回総会など）を説明する。

 議長 事務局より、議事録の報告をお願いします。

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、議事録署名委員（３名）が署名する。

閉会  議長 　以上をもって、令和２年第３回農業委員会総会を

閉会します。

・農地法第５条の転用届出専決処分　３件

農地法第４条の許可案件　　　　　１件

農地法第５条の許可案件　　　　　２件

・農地法第４条の転用届出専決処分　１件


