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 日程第１  議長

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　

令 和 ２ 年 第 ７ 回 鶴 ヶ 島 市 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録

　開催日・場所  令和２年７月３０日（木） 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　０３分

 午後　３時　２５分

 会長　町田　弘之

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

これより令和２年第７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

を指名します。

 議長 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。

 日程第２  議長 議案第１９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。



事務局、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。

・譲受人より自動車サービス業として駐車場が必須であるこ
とから承諾した。

 議長 出席委員からの質疑、意見等を求めます。

 議長

事務局 委員より聞き取り確認した内容を報告します。
・譲受人は平成元年に今回申請する隣接地で、自動車サービ
ス業を長きにわたり営業しております。自動車サービス業で
は駐車場は必須であり、現在は店舗敷地内と店舗の道路反対
に借用していたが、土地所有者から駐車場賃貸契約の解約通
告があり、新たな駐車場確保が必須となり今回の申請となっ
た。

・土地の選定については、現在、借りている土地所有者様か
ら店舗の隣接地である当該申請地の畑の土地であれば貸与し
ていただける旨の話を頂いたが、必要な駐車場面積には足り
ないことから、その隣接地土地所有者にも了解を頂き、駐車
場面積を確保ができた。

 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。

 議長 　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。

１番について事務局より、説明をお願いします。

 事務局 議案書をもとに、説明します。
　譲受人は、修理・販売・カーリースを行う会社であり、平
成元年度に、本申請地に接する土地に開設し現在に至ってい
ます。
　店舗敷地内駐車場はある程度確保していますが不足してい
るため、道を挟んだ向かい側に駐車場を借り上げて営業して
います。面積は1,564㎡、駐車台数47台確保している。この借
地駐車場の土地所有者から現契約期間、令和２年９月末日を
もって契約の更新をしないとの申し入れがありました。
　敷地外駐車場がなくなることは店の存亡にとって重大事で
あるため、近隣の土地を借り受けることができるか探したと
ころ、店北隣接地である申請地３筆を借用しようとするもの
であります。面積については1,348㎡、駐車台数51台を予定。
　以上のことから、農地転用許可申請を行ったものです。

 議長 次に担当する農業委員が欠席なので、事務局より説明をお願
いします。

・現在、栗の木があり下草等の管理はしているが出荷はして
いない。

質問

事務局 ・申請地の間の土地については、現在、携帯電話の基地局と
なっている土地であります。

・申請地の間にある土地についての状況は。



(起立全員)

 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。

 議長

　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。

次に２番について事務局より、説明をお願いします。

 事務局 議案書をもとに、説明します。
　譲受人は、現在妻と子の4人家族で都内の賃貸住宅に住んで
います。
　子供の成長に伴い現在の住まいでは手狭になり、第一子の
小学校入学前に一戸建ての持ち家に定住したいという願いが
あり探していました。　将来のことも考え、譲受人の実家か
ら勤務先までの間で数件の物件を見ましたが、いずれも希望
に合う物件は見つかりませんでした。
　このことから譲受人の父に相談したところ、本申請地はど
うかと勧められました。
　本申請地であれば自然環境もよく、譲受人の両親の住まい
にも近いため子育てを援助していただくこともでき、また、
将来的には両親の面倒を見ることも容易にできます。
　譲渡人は市街化区域に所有している土地はなく、市街化調
整区域に所有している土地は第１種農地であり接道がありま
せん。

 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 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 譲渡人に、確認した内容を報告します。

 議長 出席委員からの質疑、意見等を求めます。

・申請地は、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。

・この申請地域は農振農用地ですか。

・都内への通勤について確認したところ、車、電車を利用
し、通勤が可能であるとのこと。

・田舎暮らしについて確認しところ、「高校、大学までこち
らに住んでいたので大丈夫です。また、子供についても自分
が通っていたので大丈夫です。」とのことでした。
いろいろ考えてこちらに決めたそうです。

・譲渡人は分家で、田んぼと畑を少しもらって出たそうで
す。本人は、建築関係の仕事をして、農業はしていない。

・田んぼは現在やっていない、畑も申請地の隣で、家で食べ
る分の野菜を作っている。

・譲渡人は、高齢になり無理な仕事もできないそうです。

質問



事務局、説明をお願いします。

事務局、説明をお願いします。

(起立全員)

譲受人に、確認した内容を報告します。
・譲受人は、現在、川越市の指名業者で本管工事を主に行っ
ている。過去に農地改良の実施者のビニールハウスの土木工
事に携わったそうです。

 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 譲渡人に、確認した内容を報告します。

 議長

・道路の新設に伴い、ビニールハウスを撤去したところ地盤
面が低くなり、農地改良に至った。

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 次に３番について事務局より、説明をお願いします。

 事務局 議案書をもとに、説明します。

 議長

 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

・申請地は、道路より低く耕作環境を改善し、花苗生産を行
うため行うものです。

出席委員からの質疑、意見等を求めます。

・農地台帳図面で斜線の入っている部分が農振農用地となっ
ています。

質問 ・農振農用地が除外になった理由は。

 事務局 ・今回、分家住宅を建てる理由で、この申請地だけが除外に
なっている。

・道路の新設に伴い、ビニールハウスを撤去したことにより
地盤高が低くなり、このことから耕作環境が好ましくないた
め、農地改良を行うことで耕作環境を改善するものです。な
お、この土地は、農用地利用権が設定されているため、農地
改良の実施者は農用地利用権者が農地改良を行うものです。

・工事の内容は80㎝ほど掘下げ客土を入れ、元の土を乗せる
そうです。車両は4ｔ、8ｔ、重機を使用し作業を行い、　使
用する進入路については、安全面に注意が必要だと思いま
す。

 議長

 議長 　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。

 議長

 事務局



事務局、説明をお願いします。

事務局、説明をお願いします。

事務局、説明をお願いします。

(起立全員)

 議長 　質疑を終了し、採決を行います。3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。

質問 ・土地改良内容を教えてほしい。

 事務局

 議長

質問 ・土地改良後の隣接地に対しての影響は。

・先ほどの安全面についてですが、進入路、供用開始してい
ない道路の安全対策は、業者に事務局より事前に指導してい
きます。
　また、先日、事務局にて搬入する客土について置き場等を
確認してまいりましたが、特に問題はありませんでした。

・地盤高より約100㎝ほど掘削し、客土を80㎝ほど入れ、掘削
した土を乗せ、道路面から30㎝以内で仕上げることになりま
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。

 日程第３  議長 議案第２０号

　農用地利用配分計画(案)について及び

 事務局 ・埼玉県の要綱の基準により隣接地については素掘りの溝を
作り、法面作り影響のないように指導しています。
なお、隣接地土地所有者からも同意書を頂いております。

 議長

質問 ・盛土の高さは上限規定はありますか。

 議長

 事務局 ・埼玉県の要綱があり、30㎝以内の必要な高さが許可基準と
なっています。

 議長 ・安全面と進入路について慎重、審議がありました。事務局
で施工にあたって、安全面、進入路について注意深く、監視
し、指導して頂くようお願いします。

 日程第４ 議案第２１号

　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。

　本件につきましては、関連がありますので一括して説明を
行います。
　また、議案説明のため、産業振興課農政担当職員が入室し
ます。



市農政担当、説明をお願いします。

市農政担当

・今後、協議している面積は

・最終的な面積は特にはありません。利用される方がこちら
に参加、協力して頂ければと思います。ただし、農地の状況
によっては公社のほうでお断りする場合があります。また、
目標とする数字は定めていません。

質問 ・今回の利用権設定の面積と前回の合計面積は。

 議長

・今回が約3ha、前回が約3.2haの合計6.2haとなっています。
共同作付組合と調整し、今回、13名の方にご協力いただいて
おります。今後の予定ですが、ご協力いただける方がいれば
随時対応していきたい。

・使用貸借は令和2年10月1日から令和12年9月30日の10年
間となります。

質問 ・最終的な農地面積、用地の確保についての事業計画はあり
ますか。

議案第２０号並びに議案第２１号は関連がりますので一括し
てご意見及び質疑等をお受けします。

出席委員の質疑、意見等を求めます。

市農政担当

　ここで暫時休憩とします。

(農政担当職員入室、事務局席に着座)

 議長

ここで議案第２０号並びに議案第２１号について事務局から
説明をいたします。

会議を再開します。

 事務局 資料をもとに、説明します。

議案第２０号
・農用地利用配分計画(案)については、農地中間管理事業
の推進に関する法律第19条第３項の規定により、市は農業
委員会に意見を聞くことができるとされています。

・農地中間管理事業とは、分散化する農地を借り受け、管
理し、活力ある担い手へ貸付を行うことで農地の集積と集
約化、農業生産力の向上等を目的に実施するもので、実施
主体は埼玉県知事から指定を受けた団体が実施する。埼玉
県では埼玉県農林公社が指定を受けています。

議案第２１号
・農業経営基盤強化促進法第18条第３項の各要件を満たす
利用権設定により、10年間の使用貸借契約により利用権設
定を行うものです。

・今回の申請は貸付人が13名、15筆、利用権設定総面積は
30,101㎡となります。

 議長



(起立全員)

(挙手全員)

(挙手全員)

(挙手全員)

(挙手全員)

１番について「可」とすることに賛成の委員の挙手を求めま
す。

・左上から右下の斜線については農振農用地です。
右上から左下の斜線については納税猶予を受けている土地と
なります。両方の斜線が入っている土地は、農振農用地及び
納税猶予を受けている土地となります。

 議長 挙手全員のため、可とすることに決定しました。

次に４番について「可」とすることに賛成の委員の挙手を求
めます。

 議長 挙手全員のため、可とすることに決定しました。

挙手全員のため、可とすることに決定しました。

 議長 次に議案第２１号

 議長 挙手全員のため、可とすることに決定しました。

次に２番について「可」とすることに賛成の委員の挙手を求
めます。

 議長

次に３番について「可」とすることに賛成の委員の挙手を求
めます。

農用地利用集積計画の決定について

１番から１３番を順次、採決を行います。
なお、議案第２１号の採決につきましては、鶴ヶ島市農業委
員会会議規則第７条の規定により、挙手による採決といたし
ます。

 議長 質疑を終了し、採決を行います。

初めに議案第２０号

農用地利用配分計画(案)について、特に「意見なし」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、意見なしとすることに決定しました。

質問 ・図面の斜線等の区分けについて教えてほしい。

 事務局



(挙手全員)

(挙手全員)

(挙手全員)

(挙手全員)

(挙手全員)

(挙手全員)

(挙手全員)

(挙手全員)

 議長 挙手全員のため、可とすることに決定しました。

挙手全員のため、可とすることに決定しました。

次に５番について「可」とすることに賛成の委員の挙手を求
めます。

 議長

 議長

 議長 挙手全員のため、可とすることに決定しました。

次に８番について「可」とすることに賛成の委員の挙手を求
めます。

 議長 挙手全員のため、可とすることに決定しました。

次に９番について「可」とすることに賛成の委員の挙手を求
めます。

 議長 挙手全員のため、可とすることに決定しました。

挙手全員のため、可とすることに決定しました。

次に７番について「可」とすることに賛成の委員の挙手を求
めます。

次に６番について「可」とすることに賛成の委員の挙手を求
めます。

次に１１番について「可」とすることに賛成の委員の挙手を
求めます。

 議長 挙手全員のため、可とすることに決定しました。

次に１２番について「可」とすることに賛成の委員の挙手を
求めます。

次に１０番について「可」とすることに賛成の委員の挙手を
求めます。



(挙手全員)

 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。

　

　 2 件
なし

件
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

(起立全員)

起立全員のため、承認することに決定しました。

 議長

 議長 各委員からの質疑、意見等を求めます。

意見

挙手全員のため、可とすることに決定しました。 議長

 日程第６ 鶴ヶ島市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する
指針」について事務局より説明をお願いします。

次に１３番について「可」とすることに賛成の委員の挙手を
求めます。

 議長 挙手全員のため、可とすることに決定しました。

(農政担当職員退室)

 議長 会議を再開します。

 日程第５ 報告第６号報告事項についてを議題といたします。

6月総会における審議案件

・農地法第２章第１節の許可及び不許可の状況　

農地法第５条の許可案件

ここで説明員の退出のため暫時休憩とします。

「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」もとに概要説
明

・遊休農地を削減する目標の中に、農業を営んでいる方が規
模拡大を進める政策を列挙して溶け込ませれば、結果的に遊
休農地が減るのではないか。

 事務局

・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 10

・諸証明の発行

　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

 議長

(起立全員)

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

・荒廃農地調査において、荒廃農地と確認された土地所有者
に対し、今後の営農、適正な管理について来庁していただく
ように通知を行った。結果、約51%の方が来庁していただき、
適正な管理を指導させていただきました。
　今後も荒廃農地等につきましては注視、指導してまいりま
す。

　質疑を終了し、採決を行います。「農地等の利用の最適化
の推進に関する指針」について提出された通り「定める」こ
とについて賛成の委員の起立を求めます。

 議長

起立全員のため、「定める」ことに決定しました。

他に何か質問は・意見はありますか。

・荒廃農地の土地所有者に対しての連絡について

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７回農業委員会総会を閉会しま
す。

 事務局 ・現在、市の農政担当では、作付けはしていないが、管理は
している土地について、担い手、法人等と調整し利用権設定
を積極的に行っており、一定の成果が上がっています。

意見

 事務局


