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熊谷市農業委員会第１５回総会議事録

１ 開会・閉会の日時及び場所

(1) 開会の日時 令和元年１０月２８日（月）午後 １時３０分

(2) 閉会の日時 令和元年１０月２８日（月）午後 ４時３０分

(3) 場 所 大里庁舎第３会議室

２ 会議を組織する委員の定数

(1) 定員数 ４７名（農業委員１９名 農地利用最適化推進委員２８名）

(2) 現在数 ４７名（農業委員１９名 農地利用最適化推進委員２８名）

３ 出欠席の状況及びその氏名 下記のとおり

(1) 出席数 ４２名

(2) 欠席数 ５名

農業委員

議席 出欠 氏 名 議席 出欠 氏 名

１ 欠 小貝 富雄 １１ 出 茂木 友秀

２ 出 大島 正 １２ 出 大野 隆一

３ 出 木部 富次 １３ 出 木村 進

４ 出 強瀨 兼一 １４ 出 田中 輝久

５ 出 関口 弥生 １５ 出 岩崎 文雄

６ 出 関口 久夫 １６ 出 夏目 亮一

７ 出 中川 登美夫 １７ 出 山本 勝市

８ 出 水野 勝 １８ 出 村田 定吉

９ 出 石原 敬嗣 １９ 出 遠藤 隆男

１０ 出 手嶋 茂春
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農地利用最適化推進委員

議席 出欠 氏 名 議席 出欠 氏 名

１ 出 西田 茂夫 １５ 出 田 正己

２ 出 中嶋 儀臣 １６ 出 飯嶋 竹夫

３ 出 中村 大志 １７ 出 新井 進

４ 出 笠原 貞男 １８ 欠 長谷川 隼男

５ 出 野邊 八雄 １９ 出 矢島 君夫

６ 欠 熱田 幸作 ２０ 出 戸森 貫一

７ 出 菊地 修一郎 ２１ 出 淺井 正美

８ 出 関根 政利 ２２ 出 坂本 三郎

９ 出 関根 正直 ２３ 欠 田沼 寛央

１０ 出 鯨井 章男 ２４ 出 原口 嘉治

１１ 出 栗原 一森 ２５ 出 森田 豊

１２ 出 金井 和夫 ２６ 出 塚田 とよ子

１３ 出 奥野 進 ２７ 出 青木 登喜代

１４ 出 水野 明 ２８ 欠 野 福司
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４ 議 案

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第３号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請について

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請について（一時転用）

議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用

集積計画について

議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の規定による

農用地利用配分計画（案）に対する意見について

議案第８号 競公売買受適格者の証明について

報告事項（１） 農地法第３条の３第１項の規定による届出について

報告事項（２） 農地法第５条の規定による届出について

報告事項（３） 農地法第１８条第６項の規定による通知について

報告事項（４） 引き続き農業経営を行っている旨の証明について

５ 招 集 者 熊谷市農業委員会会長 木村 進

６ 議事進行状況 別紙のとおり
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事務局次長

会長

事務局次長

事務局長

事務局次長

議長

事務局次長

議長

議長

皆さん、こんにちは。ただ今から熊谷市農業委員会第１５回総会を

開会いたします。なお、通知にも記載させていただきましたとおり、

本日は総会閉会後、農業者年金研修会を開催させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。

それでは、はじめに木村会長よりご挨拶をいただきます。

（ 会長あいさつ ）

ありがとうございました。

ここで、松岡局長よりご挨拶させていただきます。

（ 局長あいさつ ）

ありがとうございました。

これ以降の進行につきましては、熊谷市農業委員会総会会議規則第

４条に基づき、木村会長に議長になっていただき議事の進行をお願い

いたします。よろしくお願いいたします。

それでは、着座のまま会議を進めさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。

はじめに、本日の総会の委員の出席者数につきまして、事務局より

報告をお願いします。

本日の出席は、農業委員は１９名中１８名であります。また、農地

利用最適化推進委員は２２名が出席となっております。

（その後、推進委員２名が遅参出席する。）

事務局より報告がありましたとおり、農業委員の過半数が出席して

おりますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定によ

り、本日の総会は成立しました。

続きまして、議事録署名委員の選出及び書記の任命について、お諮

りいたします。いかが取り計らいましょうか。

（ 議長一任の声あり ）

議長一任の声がありました。それでは、議事録署名委員については、

１２番、大野委員、１４番、田中委員にお願いいたします。

また、書記には事務局職員を指名いたします。
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議長

事務局

それでは、議事に入ります。本日、審議いたします案件は、

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について

議案第３号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請につ

いて

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請について(一時転用)
議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地

利用集積計画について

議案第７号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の規定

による農用地利用配分計画（案）に対する意見について

議案第８号 競公売買受適格者の証明について

以上、８議案です。よろしくご審議願います。

はじめに、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請につい

てですが、議案第１号の内、議案番号８から１３については区分地上

権の設定についての案件であり、議案第５号、農地法第５条の規定に

よる許可申請について（一時転用）と関連がありますので、議案第５

号の審議の際に併せて審議いただくこととし、それ以外の案件を先に

審議いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（ 異議なしの声 ）

それでは、議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請につい

ての議案番号１から７を上程し、事務局の説明を求めます。

【事務局が、議案書に記載された内容のうち、最初の申請地の地番・

公簿地目・面積、他に筆がある場合は公簿地目ごとの筆数・申請合計

筆数及び申請合計面積、譲渡人氏名、譲受人氏名、譲渡人及び譲受人

の家族数及び従農数、権利並びに申請事由を朗読する。以下、議案書

に記載されていない説明について記述する。】

議案番号１は、１０ａ当たりの売買価格は、○○○円です。この案

件につきましては、令和元年１０月１８日、木部農業委員、西田推進

委員、事務局関口係長、関谷主査が現地調査を行い、経営する全ての

農地は適正に耕作されており、譲受人の機械の保有状況、従事日数か

ら、今後につきましても効率的に利用されていくものと思われ、農地

法第３条第２項の各号には該当しないものとなっております。

議案番号２は、１０ａ当たりの売買価格は、○○円です。この案件

につきましては、令和元年１０月１５日、大野農業委員、関根正直推
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議長

議長

申請人

進委員、事務局関口係長、関谷主査が現地調査を行い、経営する全て

の農地は適正に耕作されており、譲受人の機械の保有状況、従事日数

から、今後につきましても効率的に利用されていくものと思われ、農

地法第３条第２項の各号には該当しないものとなっております。

議案番号３と４は、譲受人が同じ案件です。１０ａ当たりの売買価

格は、○○○円です。これらの案件につきましては、令和元年１０月

１０日、水野農業委員、水野推進委員、事務局江南行政センター舟橋

副所長、上山主査が現地調査を行い、経営する全ての農地は適正に耕

作されており、譲受人の機械の保有状況、従事日数から、今後につき

ましても効率的に利用されていくものと思われ、農地法第３条第２項

の各号には該当しないものとなっております。

議案番号５から７については、本日、議案書のとおり提案する予定

でしたが、譲受人である○○○○○○○○○○○から急遽事業を延期

したいとの申し出がありました。つきましては、本案件は後日改めて

審議していただくことになります。なお、この後、○○○○○○○○

○○○より説明がありますのでよろしくお願いいたします。

事務局の説明が終わりました。

ただ今の事務局の説明にもありましたとおり、申請人の方にお出で

いただいておりますので、入室を認めます。

（ 申請人 ○○○○○○○ 入室 ）

本日は、ご苦労様です。

事業を延期したいとのことですが、その内容について説明をお願い

いたします。

先ほどご説明があったとおり、当初は、今回の議題で採決を頂戴い

たしまして１１月より農地をお借りして事業を行おうと思っていた

のですけれども、今回、千葉でありました台風１５号、そして各所で

台風１９号の影響がございまして、私どもは元々自社のビニールハウ

スを外部の施工業者にお願いしてビニールハウスを造っていたので

すが、その業者より今回被災地でもかなりの農家様がビニールハウス

の倒壊等被害を被ったところがございまして、その復旧を最優先にし

なければならないという話になってしまいました。私どもも被災の優

先のなかでも、なんとか事業を早期に進められないかと再三話し合わ

せていただいたのですが、なかなかうまく話がまとまらず、長くても

１年というふうには見込んでいるのですけれども、実際の復旧の目途
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議長

が経った後に私どものビニールハウスが建てられるようになるとい

う形でことが進んでおります。そんな中、私どもも正式なご相談は、

その際に再度させていただきたいと考えておりますが、簡単に、今回

私どもが農業をさせたいただく枠組みをこの場で説明させていただ

きます。

私ども○○○○○○○は、本業では農業に全く関係ないの会社です

けれども、本業のほうでは建築関係の足場と呼ばれるものをレンタル

しておりまして、北海道から沖縄まで全国で展開している会社でござ

います。農業には今まで深く係わる機会が少なかったのですけれど

も、ここ数年で農業と係わる機会が多く出てきました。具体的には、

私ども元々が建築関係の足場、単管パイプとかを扱っているのですけ

れども、そういったものを利用しまして自社でビニールハウスを設計

いたしまして、各地で農家の方に使っていただいております。

また流通関係でも少し仕事をさせていただいております。最近コン

ビニ等でカットされた野菜をお見かけすると思いますけれども、ああ

いったものが、実際には流通関係の中で、各生産者からカット野菜の

工場に今までダンボールで運ばれておりました。やはり工場で大量に

輸送するものですから、ダンボールで運ぶと開梱手間とか廃棄物等

で、かなりコストになってしまうところがありましたので、私どもで

鉄カゴというものがあるのですが、そういったものを北海道の大生産

地を中心に１０万枚以上もレンタルしたり、そういった形で少しずつ

農業に関する仕事をさせていただいております。

そういった中で、今回、熊谷でさせていただく前に、実は○○○で

昨年より農業を始めさせていただきました。こちらでは最初は３反で

スタートしました。今は１町歩まで広げて、ビニールハウスが２３棟

建っております。その中で更に、ただ農業するだけではなくて、なか

なか職に就けない障害をお持ちの方にもお手伝いいただくような形

で、農福連携という形で○○○○○のほうで進めさせていただきまし

た。こちらも当初は数人からスタートさせていただいたのですけれど

も、今は約５０名の障害をお持ちの方が働いていらっしゃいます。こ

ういった事業を、今後、是非広げていきたいという思いを強く持ちま

して、今回熊谷にお邪魔させていただいているところでございます。

今回、台風の被害で私どもとしても悔しい思いをしながらお世話に

なってしまったのですけれども、また是非この場をお借りして再開で

きるあかつきには、改めて切にご持参させていただければと思ってお

ります。

ありがとうございました。
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栗原推進委員

議長

議長

続きまして、本件につきまして栗原推進委員から発言をお願いした

いと思います。

ただいま○○○○○○○、○○様より事業の内容、及び今後のこと

につきまして説明をいただきました。本来であれば、地区の農業委員

である○○農業委員より説明をいただくところでございますが、議事

参与の制限から私が説明させていただきます。

ただいまご説明のとおり、台風１９号の被害等の関係で当初予定し

ていた事業開始時期よりも多少遅れるということであります。この南

側の部分につきましては、以前○○○○○○○○○○○○による参入

計画が頓挫されたということがあります。今回、また○○○○○さん

が当初の計画より延期したいという話でありますと、委員の皆様の中

には「よもやまたか」という心配の声も聞こえてきそうですが、あく

まで延期ということでありますので、皆様方もご心配なさらぬように

ご理解をいただきたいと思います。

今回の延期については、千葉とか長野、関東、東海、中部、いろい

ろな県に跨りまして甚大な被害が発生しております。それの災害復興

を目指して、そちらが先だということで先ほどもお話を伺いました。

それならば仕方ないということで私も了解しましたが、私も近所にあ

る荒廃農地につきましても苦労してます。そういった中で、せっかく

お話をいただきました中で延期というのは本当に残念ですが、とにか

く先ほども言いましたように頓挫されることなく、○○○○○○○さ

んの事業計画におきましては大いに期待しておりますので、できる限

り早時の参入をお願いしたいと思います。委員の皆様につきましても

今の状況の説明によりましてご理解を賜りたくよろしくお願いいた

します。

ありがとうございました。

それでは、本件につきましては保留といたしますが、早期に計画が

実現できますように、申請人の方には引き続きご尽力をお願いしたい

と思います。

それでは申請人の方は、退室をしてください。

（ 申請人 ○○○○○○○ 退室 ）

次に、議案番号１から４について審議いたします。

議案番号１から４について、質疑、意見等を求めます。質疑、意見

等ございませんか。
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議長

議長

議長

事務局

議長

（ なしの声 ）

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第１号における議案番号１から４について、本案を許可するに

賛成の委員の挙手を求めます。

（ 挙手 全員 ）

挙手全員です。よって、本案については、許可すべきものと決しま

した。

次に、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請についてで

すが、議案第２号の内、議案番号１ついては、議案第４号、農地法第

５条の規定による許可申請についての議案番号１と関連があります

ので、併せて審議いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（ 異議なしの声 ）

それでは、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請につい

ての議案番号１、及び議案第４号、農地法第５条の規定による許可申

請についての議案番号１を上程し、事務局の説明を求めます。

【事務局が、議案書に記載された内容のうち、議案第２号の議案番号

１について、申請地の地番・公簿地目・面積、申請人、用途、申請事

由を、及び議案第４号の議案番号１について、申請地の地番・公簿地

目・面積、譲渡人氏名、譲受人氏名、用途、権利、申請事由を朗読す

る。以下、議案書に記載されていない説明について記述する。】

この案件は、２筆併せての住宅の計画となります。合計面積は３０

４．１１㎡、農地区分は１種農地、木造２階建の住宅の計画です。○

○○○○○○○は、登記上は宅地となっておりますが、現況は畑の利

用のため農地の転用の対象になります。申請人は、平成３０年７月に

農地法３条の許可を得て、こちらの宅地を取得しました。当時は、こ

こを農地として利用する計画で３条で取得したのですけれども、そし

て住宅は実家の敷地に建てる予定でありましたが、測量等の結果で実

家の敷地には建てられないというが分かりまして、実家からほど近い

この２筆の土地で住宅を計画するということで申請が出されました。

事務局の説明が終わりました。

本案件について、質疑、意見等を求めます。
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議長

議長

議長

事務局

議長

議長

質疑、意見等ございませんか。

（ なしの声 ）

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

はじめに、議案第２号における議案番号１について、本案を許可相

当とするに賛成の委員の挙手を求めます。

（ 挙手 全員 ）

挙手全員です。よって、本案については、許可相当とすべきものと

決しました。

続きまして、議案第４号における議案番号１について、本案を許可

相当とするに賛成の委員の挙手を求めます。

（ 挙手 全員 ）

挙手全員です。よって、本案については、許可相当とすべきものと

決しました。

次に、議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請についての

議案番号２を上程し、事務局の説明を求めます。

【事務局が、議案書に記載された内容のうち、申請地の地番・公簿地

目・面積、申請人、用途、申請事由を朗読する。以下、議案書に記載

されていない説明について記述する。】

農地区分は２種農地、建築物等は物置、蔵、宅地を含めた全体面積

は２，７３５．６２㎡です。

事務局の説明が終わりました。

本案件について、質疑、意見等を求めます。

質疑、意見等ございませんか。

（ なしの声 ）

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第２号における議案番号２について、本案を許可相当とするに

賛成の委員の挙手を求めます。
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議長

事務局

議長

議長

（ 挙手 全員 ）

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可相当と

すべきものと決しました。

次に、議案第３号、農地法第５条の規定による許可後の計画変更申

請については、議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請につ

いての議案番号２と関連がありますので、併せて審議いただきたいと

思いますが、ご異議ございませんか。

（ 異議なしの声 ）

それでは、議案第３号、農地法第５条の規定による許可後の計画変

更申請について、及び議案第４号、農地法第５条の規定による許可申

請についての議案番号２を上程し、事務局の説明を求めます。

【事務局が、議案書に記載された内容のうち、議案第３号について、

変更前の申請者氏名、申請地、転用目的、権利、許可年月日、変更後

の申請者氏名、転用目的、権利、変更理由を、及び議案第４号の議案

番号２について、申請地の地番・公簿地目・面積、譲渡人氏名、譲受

人氏名、用途、権利、申請事由を朗読する。以下、議案書に記載され

ていない説明について記述する。】

議案第３号の計画変更については、今回、変更前の○○○○○さん

と血縁関係にはない○○○○さんが、新たに住宅を計画しています。

議案第４号の議案番号２は、農地区分は１種農地、木造平屋建の計

画となっています。

事務局の説明が終わりました。

本案件について、質疑、意見等を求めます。

質疑、意見等ございませんか。

（ なしの声 ）

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

はじめに、議案第３号、農地法第５条の規定による許可後の計画変

更申請について、本案を承認するに賛成の委員の挙手を求めます。

（ 挙手 全員 ）
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議長

議長

事務局

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり承認すべき

ものと決しました。

続きまして、議案第４号における議案番号２について、本案を許可

相当とするに賛成の委員の挙手を求めます。

（ 挙手 全員 ）

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可相当と

すべきものと決しました。

次に、議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請についての

議案番号１、２以外を上程し、事務局の説明を求めます。

【事務局が、議案書に記載された内容のうち、申請地の地番・公簿地

目・面積、譲渡人氏名、譲受人氏名、用途、権利、申請事由を朗読す

る。以下、議案書に記載されていない説明について記述する。】

議案番号３は、農地区分は１種農地、転用該当条文は施行令第１１

条第１項第２号イ、建築物等は木造２階建です。

議案番号４は、農地区分は１種農地、転用該当条文は施行令第１１

条第１項第２号イ、建築物等は木造２階建です。

議案番号５は、農地区分は１種農地、農振除外は令和元年９月１９

日、転用該当条文は施行令第１１条第１項第２号イ、建築物等は木造

２階建です。

議案番号６は、農地区分は２種農地、建築物等は木造２階建です。

議案番号７は、農地区分は２種農地、建築物等は木造２階建です。

議案番号８は、農地区分は２種農地、建築物等は木造２階建です。

議案番号９は、農地区分は１種農地、農振除外は令和元年９月１９

日、転用該当条文は施行令第１１条第１項第２号イ、建築物等は木造

２階建、宅地を含めた全体面積は２９９．９７㎡です。

議案番号１０は、農地区分は２種農地、建築物等は木造２階建です。

議案番号１１は、農地区分は２種農地、建築物等は木造平屋建です。

議案番号１２は、農地区分は２種農地、農振除外は令和元年９月１

９日、建築物等は木造２階建です。

議案番号１３は、農地区分は２種農地、農振除外は令和元年９月１

９日、建築物等は木造平屋建です。この案件ですが、通常の許可相当

ではなく、条件付き、条件を付しての許可相当と考えております。条

件といたしましては、資力、資金力を確認された後に許可されたいと

いう条件を付して許可相当と考えております。農地転用の審査の中

で、申請者の資金を確認するという基準があるのですけれど、一般的
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な住宅においては建築会社の見積書、住宅ローンを借りることが出来

ることがわかる書類というのを添付することになっております。この

申請については、まだ添付されておらず、何度か提出を求めたのです

が、まだ提出されていないということで、資金力を確認された後に許

可されたい条件を付して許可相当と考えております。

議案番号１４は、地区分は１種農地、農振除外は令和元年９月１９

日、転用該当条文は施行令第１１条第１項第２号ハ、建築物等は物置

１棟、宅地を含めた全体面積は３３６．３９㎡です。

議案番号１５は、農地区分は２種農地、建築物等は木造平屋建です。

議案番号１６は、農地区分は２種農地、建築物等は資材置場及び屋

外駐車場４台分です。

議案番号１７は、農地区分は２種農地、建築物等は資材置場及び屋

外駐車場４台分です。議案番号１６と１７の申請人は、それぞれ別の

工務店を自宅で経営しており、議案番号１６の資材置場は屋根瓦や建

築用足場、議案番号１７の資材置場は主に住宅用の柱、建材を置く計

画となっています。

議案番号１８は、農地区分は２種農地、農振除外は令和元年９月１

９日、建築物等は資材置場です。

議案番号１９は、農地区分は１種農地、農振除外は令和元年９月１

９日、転用該当条文は施行令第１１条第１項第２号ハ、譲受人は○○

○○○○を行っており、周辺の道路が狭く大型トラックが通行しづら

い状況を改善するために、会社の敷地と駐車場の間にある農地を通路

として借りる計画です。

議案番号２０は、農地区分は１種農地、農振除外は令和元年９月１

９日、転用該当条文は施行令第１１条第１項第２号ハ、建築物等は屋

外駐車場４８台分、雑種地を含めた全体面積は３，７８４㎡です。譲

受人は、○○○○○○○○○○○○○○○という○○○○を経営して

おります。○○の拡張工事を行いまして、今後○○○が増えることが

想定されるため今回の申請が出されました。

議案番号２１は、農地区分は２種農地、建築物等は屋外駐車場５台

分です。譲受人は申請地の近くで○○○を経営しております。現在の

駐車場では手狭のため今回の申請が出されました。

議案番号２２は、農地区分は２種農地、建築物等は倉庫２棟、事務

所併設の倉庫１棟です。鉄骨造平屋建の計画です。譲受人は、熊谷市

○○に本社を持つ○○○○で、この申請地は本社から約２ｋｍに位置

する農地ということで、近くで事業を拡大する目的で申請が出された

ものです。

議案番号２３は、農地区分は２種農地、建築物等は太陽光発電施設、
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理

事務局

夏目会長職務代

理

発電出力は４４．０ｋＷです。

議案番号２４は、農地区分は２種農地、建築物等は太陽光発電施設、

発電出力は４９．５ｋＷです。

事務局の説明が終わりました。

ただ今、議案番号１３については、「資力を確認された後に許可さ

れたい」という条件を付して許可相当と考えているとの説明がありま

したので、先に審議いたします。

議案番号１３について、質疑、意見等ございませんか。

事務局に確認をするのですが、書類が整わなければ審議しなくても

いいんじゃないですか。

書類が整っていないということなんですけれども、基本的には総会

にかけない、書類が整ってから持ってきてくださいというのが本来

で、ほとんどの方は一度取り下げて、もう一度出し直しますというこ

とで納得していただいているというか、持ち帰っていただくのですけ

れども、今回の申請者にも同じような対応をしたのですが、審議して

くれということで、行政的なところなのですが、行政手続法では申請

を受けたものは受理を拒めないというのがありまして、審査しなけれ

ばいけないというものがあります。そこは窓口・事務局と申請者の間

で、やめてくれ、いや審議してくれ、というせめぎ合いなのですけれ

ども、今回は取り下げに至らず、議案番号１２と議案番号１３は隣り

合った農地で、同時に農振除外から農地転用まで進めている案件であ

ります。そういったこともありまして、どちらかを取り下げ、ないし、

どちらかを総会にかけるというのも好ましくはないのではないかと

いう判断をしまして今回総会にかけさせていただきました。逆に、こ

こで総会にかけないということで、極端な話、申請者からなぜ総会に

かけないんだ、なぜ審査しないんだということを言われると、事務局

としては対抗ができません。あくまでも一度出した申請をやめますと

いうのは申請者が行うものなので、基本的にはダメですと言うのです

が、こちらから強要できないものとなります。ちなみに、書類は今日

用意できるだろうと申請者から伺っていますので、総会の間に窓口に

いらしているかもしれません。

事務局が苦労されるのは、よくわかるんですよ。ただ、今は県が最

終的に許可するからいいんだけれど、もう少ししたら熊谷市がしなけ

ればならない。その時に、書類が整わないけど許可してくださいよ、
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事務局

関口弥生委員

事務局

審査してくださいよ、ってなるのを心配しているんです。事務局とし

ては窓口でやり取りするわけだから大変なのはよくわかるんだけど、

この先を考えるとどうなのかなって思うので質問させてもらったん

ですけどね。このままいったら来年か再来年あたりには委員会が全て

を決めなければならなくなるんですよね。その時に、こういう案件が

出た時の審査というのは、どういうふうにしたらいいのか、時間がま

だ少しあるから検討しておいてもらった方がいいなと思いました。

今の件で、同じようなやり方で、○○○の方で除外がおりたけれど

も、銀行の融資の書類が建築確認に間に合わないということで、事務

局では受けてもらえないということで、１ケ月か２ケ月先送りになっ

てしまう、内容的には同じようなことですが事務局では受け取れない

ということ言われたということで、おかしいのではないかと思いま

す。事務局というものは、書類が全部揃ってから今までやってきまし

た。今回、このようなことはおかしいと思います。あとは、私は事務

局、役員さんの審査の結果をお待ちしております。

今の意見を踏まえて、農業委員の皆さん方、質疑、意見等ございま

せんか。

今までに、このような事例の件はあったのでしょうか。

私は２年目なので経験が浅いのですけれど、私がいる間では、初め

ての資金がないということでの条件付きとなります。あとは、前任者

からの引き継ぎであったのが、資金というところが不透明な案件が別

件であって、それは許可相当ということで県に進達した案件がありま

した。ただ、不透明なまま県に進達されていて、結局、どこから資金

を出すのですか、自己資金ですか、融資ですか、というのがはっきり

しておらず保留になっている案件があります。

保留になったまま終わっているということですね。

終わっているというか、保留になったまま、結局、事業計画者がや

めるのか、やめないのか、続けるのか、というのが不透明なので、こ

ちらはずっと質問をし続けるしかないです。どうするんですか、どう

するんですか、結局、むこうがやめますと言うまで、こちらからここ

でストップですとは言えません。

農地法第３条については、総会で審議していただいて、明日には許
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可になっているので、もしも転用の権限移譲を受けた際には、こうい

った案件は総会にかけてはいけないと考えています。ただ、今の段階

では転用に関しては進達をするという立場ですので、進達を止めると

いうのも、相手からなぜ止めたんだと言われると対抗できません。

このような事案があった時に、やはり、その後というのがよくわか

らないわけですね。やはり、そのへんが曖昧になってしまってはいけ

ないと私は思っております。以前、家を建てようと農業委員会を通し

てやりました。けれども、１０年くらい家も建てずに何もやっていな

い、そういう場合、その土地はどうなるのですか。転用の許可は出た

けれど、その後ずっと造るよ造るよと言って、家を造らずに１０年経

ちました。そのような場合どうなりますか。

ちょうど今回審議していただいている計画変更の申請というのが

ありまして、例えば、許可を取った方は住宅を建てることは出来なか

ったけれども、新しい方が見つかったので新しい方が住宅を建てます

とか、そういったものが手続きの中にはあります。あるいは、一度受

けた許可を取り消ししてくださいというものがありまして、取り消し

をしていただいた後は、例えば所有権なり元に戻してもらう、農地の

状態に戻してもらう、という２通りの方法があります。

元々は計画変更というのは出させなかったんですよ。１０年くらい

前からだと思うのですが、それまでは一度許可をしてしまえば、農業

委員会はあずかり知らないということで、そのままでした。厳密に言

えば、実行しなかったら、その段階で取り消しをしろと言うのも法の

中にはあるのですが、実際は適用されていなかったわけですよ。だか

ら２０年も経って、許可だけ下りていて何もしていない、１０年くら

い前になって、一度手続きを踏んだのだから計画変更の手続きをさせ

て、今日も計画変更が出されてますが変更理由は色々ですが、手続き

を複雑にして、もう一度出させようという国の指導があって最近は二

度手間になっているんですね。元はやらなかったんです。放置するか、

あるいは、許可というのは何回取ってもいいんですよ。だから、新た

に計画する人が真っ新な状態で農転の５条の許可の申請ができたん

です。けれども、それをさせないで、計画変更をその前にしなさいよ、

と手続きを複雑にしたんですね。どこかで色々な不具合があったのだ

と思いますけどね。

最終的には、農転の許可は今は埼玉県知事が許可するから、この総

会としては、多少の不備があったとしても進達せざるを得ないのが、
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行政手続法なり何なりの縛りになってきたんでしょうけどね。

農振除外は農業振興課でしたよね。農振除外には資金計画は付けな

かったのですか。

農振除外には資金計画は不要です。あくまでも熊谷市が農業振興計

画を変更するうえで支障がないかどうかを審査するだけなので、土地

の場所であったり、土地の大きさであったり、そういったところです。

農振除外が通って、農地法の許可が通らないというのは、考え方と

して、同時進行ではないのでタイムラグがあるとしても、そのへんの

調整も必要なのかなという気がします。最終的には県知事の許可とい

うことなんですけど、この先熊谷市も県から権限が移譲されるという

話も聞いておりますので、こういうような話も含めて、もう少し突っ

込んだ内容の検討も必要かなという気がしますので、ぜひ事務局とし

ても、そのへんも含めてこれから先対応していただければと思います

のでよろしくお願いいたします。

今回の議案番号１３ですが、これについて、５条申請が出されたの

と同時に開発許可申請も同時申請原則ですから、開発審査課へ提出し

ているわけですよね。それで、どちらかと言うと、建物の資金、つま

り農地転用する資金だけではなく、つまり埋め立てする資金だけでは

なく、建築資金の資金面が融資の証明だとか自己資金がどれくらいあ

るとか、そういうものが整わないと、ということで、このまま進んで

いくと、いずれ許可日が出てくると思うんですよ。つまり、行政手続

法で何日間以内に、あるいは県の大里農林に送って、その後、開発の

許可、農地転用の許可、農地転用の許可は先ほどらい埼玉県知事の権

限で、開発の許可は熊谷市長の権限ですから、そこで調整が行われる

と思うんですけれど、先ほどの事務局の話の中で、今日にでも、今こ

の時間にでも資金の書類が届いているのではないかという話があり

ましたよね。それも含めて開発許可のほうと連携を取って埼玉県に送

る、私の考えとすれば進達する時期までにどうなるのか、そのへんが

ポイントではないのかというふうに思います。もし上がってこなけれ

ば、それは再度検討するしかないと思います。

それでは、他に質疑、意見等もないようですので、これより採決い

たします。

議案第４号における議案番号１３について、本案を「資力を確認さ
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議長

議長

議長

議長

事務局

れた後に許可されたい」という条件を付して、許可相当とするに賛成

の委員の挙手を求めます。

（ 挙手 多数 ）

挙手多数です。よって、本案については、「資力を確認された後に

許可されたい」という条件を付して、許可相当とすべきものと決しま

した。

続きまして、議案番号１、２、１３以外について、質疑、意見等を

求めます。

質疑、意見等ございませんか。

（ なしの声 ）

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第４号における議案番号１、２、１３以外について、本案を許

可相当とするに賛成の委員の挙手を求めます。

（ 挙手 全員 ）

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可相当と

すべきものと決しました。

【 休憩 午後２時４５分から３時００分 】

会議を再開いたします。

次に、議案第５号、農地法第５条の規定による許可申請について（一

時転用）については、最初に申し上げたとおり、議案第１号、農地法

第３条の規定による許可申請についての議案番号８から１３と関連

がありますので、併せて上程し、事務局の説明を求めます。

【事務局が、議案書に記載された内容のうち、議案第１号の議案番号

８から１３について、最初の申請地の地番・公簿地目・面積、他に筆

がある場合は公簿地目ごとの筆数・申請合計筆数及び申請合計面積、

譲渡人氏名、譲受人氏名、譲渡人及び譲受人の家族数及び従農数、権

利並びに申請事由を、及び議案第５号について、申請人氏名、申請地

の地番・公簿地目・面積、目的、申請事由を朗読する。以下、議案書

に記載されていない説明について記述する。】



19

議長

この案件につきましては、４月の総会で、○○○○○を栽培し営農

型発電を行うという案件だったのですが、この申請を一度取り下げま

して栽培作物を○○○○に変更して再度申請してきたものです。申請

地は○○○○○○沿いの○○○○との市境に位置します。農地区分は

白地の１種農地と判断しております。転用面積は合計１０１．１２㎡

です。面積の内訳としては、太陽光の支柱、引込みの電柱などの周辺

機器、キュービクルなどの変電設備の合計となります。

営農者が○○○○○○○○○となっておりますが、こちらは○○○

○○と土地の譲渡人のひとりである○○○○さんが合同で、主に○○

○○さんがメインで営農を行っていく計画です。○○○○さんは、こ

の申請地に利用権を設定しております。作付の計画ですが、１年目は

太陽光の設置工事、それから○○○○の試験栽培を行う計画となって

おります。利用する農業機械は、○○○○○が所有しているというこ

とです。農作業経験としては、岐阜県の農業法人から指導を受けて○

○○○を栽培するという計画となっております。営農型太陽光が、実

際の営農への影響ですが、○○○○については、ほとんど日照が必要

ない作物ということで、太陽光の下で行っても支障がないということ

で説明を受けております。また、太陽光の柱に遮光幕を設置して日照

を遮断するという計画です。○○○○の栽培について、地域の単収と

いうデータはないのですけれど、福島県の林業研究センターというと

ころで研究報告があるということで申請者から説明をしていただき

まして、そちらの研究報告では○○○○あたり０．７ｋｇの収穫が見

込めるということで、申請者からは、それと同等の収量が見込めると

いう説明を受けております。

今回、３条と同時申請ということで、３条の区分地上権につきまし

ては、他の人の土地の空間に工作物を一定の範囲を目的として設定さ

れるという地上権となっておりまして、土地の所有者が個人の方、発

電をする方が○○○○○という法人の関係でありますので、３条の地

上権、他の人の土地のうえで事業を行うという地上権の許可が必要と

なります。この３条の地上権の許可は、５条の一時転用の許可が条件

となりますので、農地法第５条の許可を条件とし、農地法第５条の埼

玉県の許可と同時に農地法３条を許可するということでご審議いた

だければと思います。

事務局の説明が終わりました。

本案件について、質疑、意見等を求めます。

質疑、意見等ございませんか。
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石原委員

事務局

石原委員

事務局

石原委員

事務局

石原委員

事務局

石原委員

事務局

面積が１ｈａ以上あるんですけど、ひとりの方でみるというのは可

能ですか。

土地の所有者のひとりの○○○○さん、それから○○○○○の社員

さん、最初は４名の方が入るということで計画を聞いております。将

来的には、○○○○○がメインとなって法人を立ち上げるということ

も視野に入れていると聞いております。

１ｈａとかの、割と規模の大きい太陽光をやる時に、近隣の住民の

何かとか、いらないんでしたっけ。説明会とか、いらないのかなと。

熊谷市の環境政策課では、太陽光のガイドラインというのがありま

して、周辺の方に説明をするというのがあります。それは、実際工事

を着手する１ケ月前までに説明会なりをして、そういったことをやり

ましたという書類を届け出てくださいという制度なので、この申請が

あがるまでに説明会というのは必須ではないのですが、今後説明会を

やるというのをつめてもらって、それを確認してから許可になるかと

思います。

この申請地全体が熊谷市じゃないでしょ。

この敷地全体が熊谷市です。

もし、住民説明会で不具合が出て頓挫した場合、どうなりますか。

その場合は、タイミングにもよりますが、この申請を取り下げてい

ただくことになるかと思います。

○○○○栽培は、今現在は試験的にしかやったことがないというこ

とじゃないですか。現実にそこでやってみたら、やっぱり出来なかっ

たんですよね、ということになったら、それはどういう取扱いになり

ますか。

営農型の制度の中で、営農ができなかったとか、すごく収量が落ち

てしまったというような時には、一時転用が３年の期間なんですけ

ど、３年後にもう一度審議していただいて、それをもう一度許可する

のか、許可できないのか審議することになります。極論を言うと、全

く営農が出来ないようなところですと、当然３年後は許可が出来ない
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山本委員

事務局

山本委員

議長

関口弥生委員

事務局

ので、一時転用の期間が切れることになります。一時転用の期間が切

れるということは、そこで太陽光やってはいけないよということにな

りますので、撤去しなさいということになると思います。そこは営農

者さんの計画とか、今後の見通しとか、そういったいろいろなものを

踏まえて３年後ということになると思います。

設備概要のところで、水回りの件ですけど、農業用水を使うとか、

あるいは地下水を使うとか、○○○○をやるとなると、かなり湿らせ

たりミストをやったり、これは可能なんですか。つまり、私の地区で

すと大里用水を使ってますけど、これは時期的にしか流れない、普段

の川ですと、ちょっと汚れてますよね。そういう水を使うのか、ある

いは地下水で全部カバーするのか、これを使うことによって他の農業

用水とか水田に支障がないのか、そのへんはどうなんですか。

水をどこから調達するかということは確認してなかったのですが、

許可条件の中で周辺農地に影響を及ぼさないことというのがありま

すので、今後詰めていくことになると思います。

結局、冬の間って用水が流れてないじゃない。流れる時は田んぼの

シーズン、水田のシーズンですから、○○にあまり汚い水は使えない

でしょうから、地下水をどれくらい掘れば水が出るところなのか、そ

のへんのところも心配だなと。今おっしゃた、こういうのが問題で出

来なかったよということになると問題にもなりますし、最初のうちに

確認しておいたほうがよろしいのではないでしょうか。

確認をするということでお願いします。

最初の４月の段階では○○○○○ということで、それが取り下げら

れたという理由は、どのようなことでしょうか。

４月の総会で審議いただいた時には県に進達しまして、県の書類の

補正の中で、いろいろな補正があったのですが、主に、本当に○○○

○○ができるのかというところで、資料の裏付けだったりとか、細か

いところを大里農林の担当の方が質問しまして、今までずっと１０

０％の回答はいただいてなかったので、延ばし延ばしになっておりま

した。そして１０月１０日に、○○○○に変えます、○○○○○は止

めますということで申請が出されました
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木部委員

議長

事務局長

議長

議長

先ほど山本委員から質問がありましたけれど、資料の中に、水回り

の設備は、基本空気中の湿度を保つため、ハウス内部の湿度状況によ

り散水はミスト上の水分を上部より散布します。散布の水質は、南側

を流れる農業用水及び水道水を使用し、揚水タンクに揚げた水をハウ

ス内に張り巡らしたパイプで散布します。とあります。ということは、

たぶん、事務局にこういった資料があるということは、前もってそう

いう申請がなされたものと私は理解しているのですが。山本委員が言

いましたように、我々も同じ西部第１地区ですが、用水は今止まって

おりますし、流れておりません。流れているのは家庭雑排水が多少流

れている程度で、今、荒川の六堰は止まってますから、そうすると水

道水以外には無理があるのではないかと思います。これは後で調べて

みてください。

関係する土地改良区があるわけですよね。

当該地域は土地改良されていないところですから、用水組合を確認

させていただいて情報提供させていただきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

他に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

なお、事務局から説明がありましたとおり、議案第１号、農地法第

３条の規定による許可申請についての議案番号８から１３について

は、議案第５号、農地法第５条の規定による許可申請について（一時

転用）の許可が条件となりますので、先に議案第５号について採決い

たします。

それでは、議案第５号、農地法第５条の規定による許可申請につい

て（一時転用）について、本案を許可相当とするに賛成の委員の挙手

を求めます。

（ 挙手 全員 ）

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可相当と

すべきものと決しました。

次に、議案第１号における議案番号８から１３について、本案を議

案第５号、農地法第５条の規定による許可申請について（一時転用）

の埼玉県の許可を条件とし、農地法第５条の許可と同日付けで許可す

るに賛成の委員の挙手を求めます。
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事務局

議長

議長

議長

（ 挙手 全員 ）

挙手全員です。よって、本案については、原案のとおり許可相当と

すべきものと決しました。

次に、議案第６号、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による

農用地利用集積計画についてを上程し、事務局の説明を求めます。

今月の案件は、議案番号７２２～８７８、議案番号３３３２～３３

４１の合わせて、１６７件、３１９筆、４４８，２０３．００㎡です。

内訳につきましては資料の表のとおりとなっております。

今回の農業経営基盤強化促進法による利用権設定の中で、特筆する

内容といたしましては、１１月開始につきましては、例年、申請件数

が多いのが通例となっておりましたが、昨年度同時期と比較いたしま

すと件数等が約半分になっております。これは、中間管理事業への移

行によるものと思われます。

今回の議案１６７件の計画は、本市においての農業基本構想に適合

するとともに、権利者が経営農地の全てを効率的に利用し、必要な農

作業に常時従事するものとして作成されたもので、経営面積・従事日

数など同法第１８条３項の規定の各要件を満たしていると考えます。

事務局の説明が終わりました。

なお、本案件につきましては、議事参与の制限に係る案件がござい

ますので、先に審議いたします。

はじめに、議案番号７３０については、○○委員が借受人となって

いますので、○○委員は、一時退席をお願いします。

（ ○○委員 退席 ）

それでは、議案番号７３０について、質疑、意見等を求めます。

質疑、意見等ございませんか。

（ なしの声 ）

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第６号における議案番号７３０について、本案を承認するに賛

成の委員の挙手を求めます。

（ 挙手 全員 ）



24

議長
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挙手全員です。よって、本案については、承認すべきものと決しま

した。

○○委員は、入室してください。

（ ○○委員 入室 ）

次に、議案番号７９５、８３４については、借受人が○○○○○○

○○○○○○となっており、○○委員が役員となっていますので、○

○委員は一時退席をお願いします。

（ ○○委員 退席 ）

それでは、議案番号７９５、８３４について、質疑、意見等を求め

ます。

質疑、意見等ございませんか。

（ なしの声 ）

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第６号における議案番号７９５、８３４について、本案を承認

するに賛成の委員の挙手を求めます。

（ 挙手 全員 ）

挙手全員です。よって、本案については、承認すべきものと決しま

した。

○○委員は、入室してください。

（ ○○委員 入室 ）

次に、議案番号８５５から８５８、８６１、８６６、８６７につい

ては、○○○委員が借受人となっていますので、○○委員は一時退席

をお願いします。

（ ○○委員 退席 ）

それでは、議案番号８５５から８５８、８６１、８６６、８６７に

ついて、質疑、意見等を求めます。
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質疑、意見等ございませんか。

（ なしの声 ）

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第６号における議案番号８５５から８５８、８６１、８６６、

８６７について、本案を承認するに賛成の委員の挙手を求めます。

（ 挙手 全員 ）

挙手全員です。よって、本案については、承認すべきものと決しま

した。

○○委員は、入室してください。

（ ○○委員 入室 ）

続きまして、ただいま審議いたしました議事参与の制限に係る議案

以外について、質疑、意見等を求めます。

質疑、意見等ございませんか。

（ なしの声 ）

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第６号における議事参与の制限に係る議案以外について、本案

を承認するに賛成の委員の挙手を求めます。

（ 挙手 全員 ）

挙手全員です。よって、本案については、承認すべきものと決しま

した。

次に、議案第７号、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条

の規定による農用地利用配分計画（案）に対する意見についてを上程

し、事務局の説明を求めます。

今回の配分計画は、○○地区、○○地区、○○○地区、○○○地区、

○○○○○地区の５地区の配分計画です。

はじめに、○○地区ですが、８筆、１６，９２４㎡で、田が６筆、

１３，８６３㎡、畑が２筆、３，０６１㎡となっており、権利の種類
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議長

議長

議長

は賃貸借で新規設定となります。設定期間は１０年となっており、配

分先は○○○○さんはじめ３経営体です。

続きまして、○○地区ですが、貸借権の設定を受ける土地は、７筆、

１１，８０８㎡で、地目は全て田です。権利の種類は賃貸借で新規設

定となり、設定期間は１０年となっております。配分先は○○○さん

です。

続きまして、○○○地区ですが、貸借権の設定を受ける土地は、１

４筆、８，４７５㎡で、田が１２筆、８，０４０㎡、畑が２筆、４３

５㎡です。権利の種類は使用貸借で再配分の案件となります。設定期

間は、令和２年１月１日から当初の終期である令和２１年３月３０日

までの１９年３ヶ月となっております。配分先は○○○○さんです。

続きまして、○○○地区ですが、貸借権の設定を受ける土地は、２

２筆、４，０００㎡で、地目は全て田です。権利の種類は賃貸借で、

新規設定となり、設定期間は１０年です。配分先は○○○○さんです。

最後に、○○○○○地区ですが、貸借権の設定を受ける土地は、１

０筆、７，７９４㎡で、田が８筆、６，７８６㎡、畑が２筆、１，０

０８㎡となっており、権利の種類は賃貸借で新規設定となります。設

定期間は１０年となっており、配分先は○○○○さんです。

以上４１筆の農用地利用配分計画（案）は、農地のすべてを効率的

に利用して耕作等を行うことや、周辺の農地利用への影響、必要な農

作業に常時従事するものとして作成されたもので、各要件を満たして

いると考えます。

事務局の説明が終わりました。

なお、本案につきましても、議事参与の制限に係る案件がございま

すので、先に審議いたします。

はじめに、議案番号３から７については、配分先が、○○○○○○

○○○○○○となっており、○○委員がその代表になっていますの

で、○○委員は一時退席をお願いします。

（ ○○委員 退席 ）

それでは、議案番号３から７について、質疑、意見等を求めます。

質疑、意見等ございませんか。

（ なしの声 ）

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。
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議長

議長

議長

議長

議長

議長

議案第７号における議案番号３から７について、配分計画（案）の

とおり承認するに賛成の委員の挙手を求めます。

（ 挙手 全員 ）

挙手全員です。よって、本案については、承認すべきものとし、「意

見はなし」と決しました。

○○委員は入室してください。

（ ○○委員 入室 ）

次に、議案番号８については、配分先が○○○○○○○○○○○○

であり、○○委員が役員となっていますので、○○委員は一時退席を

お願いいたします。

（ ○○委員 退席 ）

それでは、議案番号８について、質疑、意見等を求めます。

質疑、意見等ございませんか。

（ なしの声 ）

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第７号における議案番号８について、配分計画（案）のとおり

承認するに賛成の委員の挙手を求めます。

（ 挙手 全員 ）

挙手全員です。よって、本案については、承認すべきものとし、「意

見はなし」と決しました。

○○委員は入室してください。

（ ○○委員 入室 ）

続きまして、ただいま審議いたしました議事参与の制限に係る議案

以外について、質疑、意見を求めます。

質疑、意見等ございませんか。
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議長

議長

事務局

議長

石原委員

（ なしの声 ）

特に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第６号における議事参与の制限に係る議案以外について、配分

計画（案）のとおり承認するに賛成の委員の挙手を求めます。

（ 挙手 全員 ）

挙手全員です。よって、本案については、承認すべきものとし、「意

見はなし」と決しました。

次に、議案第８号、競公売買受適格者の証明についてを上程し、事

務局の説明を求めます。

【事務局が、議案書に記載された内容のうち、登記上の所有者、申請

者、競公売農地の表示、公売日を朗読する。以下、議案書に記載され

ていない説明について記述する。】

農地の公売案件になります。公売農地に入札するためには、農地法

第３条許可申請の譲受人としての要件を満たし、また、農業委員会が

買受適格者としてそれを証明することが必要となります。今回入札に

あたり、申請者から買受適格者証明願が出されたものとなります。な

お、落札した場合には、改めて農地法第３条許可の申請を行うことに

なります。申請面積２，０１０㎡での見積価格は○○○円となってお

ります。この案件につきましては、令和元年１０月１１日、木村委員、

飯嶋推進委員、事務局江南行政センター舟橋副所長、上山主査が現地

調査を行い、経営する全ての農地は適正に耕作されており、譲受人の

機械保有状況、従事日数から、今後についても効率的に利用されてい

くものと思われ、農地法第３条第２項の各号には該当しないものとな

っております。よって、申請者については、農地法第３条に該当する

公売案件にあたり買受適格者であると証明できます。

事務局の説明が終わりました。

本案件について、質疑、意見等を求めます。

質疑、意見等ございませんか。

今回の案件は、○○の方が○○○の土地を買いたいということです

が、どれくらい距離が離れていてもよいのですか。例えば、行田の人

が深谷の農地が欲しいんです、機械は持っていけますよ、という状態、

回送車があります。そういう場合は買うことができますか。
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事務局

議長

飯嶋推進委員

議長

議長

議長

基本的に、受ける人が現実的に考えて経営することが可能だと思わ

れるものについて認められるべきものと思います。過去何回か総会で

みていただいても、ほかの市町村で借りたい行いたいといった場合に

ついては、ある程度の距離については皆様の審議にかけて認めている

という部分がございます。具体的に距離について、どの程度まで認め

られるのかというのは、社会通念上考えて営農するのが可能だと思わ

れるものについては、やむを得ない距離というふうに考えられると思

います。

今の質問ですが、私もそうですが飯嶋推進委員が現地を確認してお

りますので、飯嶋推進委員から意見を述べてもらいます。

ただ今の件ですが、私も○○ですが、申請人の家は私の家から１０

０ｍあるかないかのところです。○○から○○○と、私も一瞬考えま

したが、彼は○○○出身なんです。実家が、購入する土地から２０ｍ

か３０ｍのところです。○○の農家に婿にきたけれども、実家でも手

伝ってやっている、いろいろと先行きを考えて彼も購入し広げていっ

ているという状況です。もちろん○○についても、彼は一生懸命努力

されて畑を借りていただいております。そういったことで大きな問題

はないかと思います。

他に質疑、意見等もないようですので、これより採決いたします。

議案第８号、競公売買受適格者の証明について、原案のとおり決定

するに賛成の委員の挙手を求めます。

（ 挙手 全員 ）

挙手全員です。よって、本案については原案のとおり決定すること

といたしました。

以上で、全議案の審議が終了しましたので、次に、報告事項に入り

ます。報告事項については、「熊谷市農業委員会事務専決規程」に基

づき専決処理済みですが、報告事項全体について、質疑、意見等あり

ましたらお願いします。

質疑、意見等ございませんか。

（ なしの声 ）

特に質疑、意見等も無いようですので、報告事項はすべて了承され
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事務局次長

事務局長

事務局長

農業振興課

農業振興課

事務局

事務局次長

事務局次長

夏目会長職務代理

事務局次長

ました。

以上で議案、報告事項すべて終了しましたので、議長の職を解かせ

ていただきます。ご協力いただきありがとうございました。

木村会長、ありがとうございました。

次に、次第の６、その他ですが、事務局より順次ご説明させていた

だきます。

【農業委員会等の綱紀の保持について、大阪府での事案により農林水

産省等から発出された文書を配付し説明する。】

【活動の見える化と活動記録について、配布資料に基づき対外的活動

には農委ベスト及び帽子の着用の依頼と、活動記録作成の留意点等を

説明する。】

【人・農地プランについて、配付資料に基づき地区割り及び地区話し

合いの開催予定等を説明する。】

【台風１９号への対応と被害の概要について、配付資料に基づき報告

する。】

【今後の被害調査の方法について、台風などの災害があった場合は翌

日の正午までに事務局への報告を依頼する。名刺などの配布物につい

て説明をする。】

その他につきましては、事務局からは以上となりますが、皆さまか

ら何かありますでしょうか。

（ なしの声 ）

それでは最後に、閉会を夏目会長職務代理にお願いいたします。

（ 閉会のあいさつ ）

ありがとうございました。以上で総会は終了となりますが、引き続

き、恒例の５分間勉強会をさせていただきます。

それが終わりましたら、農業者年金研修会を行います。
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