
熊谷市農業委員会

第１６回総会議事録

（公 開 用）

令和元年１１月２８日（木）

熊谷市農業委員会



1

熊谷市農業委員会第１６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１１月２８日（木）午前 ９時３０分

(2) 閉会の日時 令和元年１１月２８日（木）午前１１時３５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 ４３名

(2) 欠席数 ４名

農業委員

議席 出欠 氏 名 議席 出欠 氏 名

１ 出 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 欠 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 欠 中村 大志 １７ 出 新井 進

４ 出 笠原 貞男 １８ 出 長谷川 隼男

５ 出 野邊 八雄 １９ 出 矢島 君夫

６ 出 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 出 田沼 寛央

１０ 出 鯨井 章男 ２４ 出 原口 嘉治

１１ 欠 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 欠 青木 登喜代

１４ 出 水野 明 ２８ 出 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

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、おはようございます。ただ今から熊谷市農業委員会第１６

回総会を開会いたします。

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。

続きまして、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、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１６名であります。また、農地

利用最適化推進委員は２４名が出席となっております。

（その後、農業委員２名、推進委員１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、

１５番、岩崎委員、１８番、村田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。

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
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事務局

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

以上、７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、売買価格は９筆合計で○○○○円です。この案件に

つきましては、平成３１年２月４日、石原農業委員、金井推進委員、

事務局遠藤次長、新井主査が現地調査を行いました。その際、自宅前

の所有農地の一部に石の置物と犬小屋が見受けられましたが、その後

石の置物と犬小屋の撤去が確認できました。以上により経営する全て

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と３は、譲受人が同じ案件です。２人の所有者から４筆

の農地を取得する案件です。１０ａ当たりの売買価格は、議案番号２

が○○○円、議案番号３が○○○円です。この案件につきましては、

令和元年１０月１８日、小貝農業委員、矢島正直推進委員、淺井推進

委員、事務局、大里行政センター鈴木が現地調査を行いました。その

際、経営農地の一部に管理の不足が見受けられましたが、その後改善

され農地としての管理が確認できました。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４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１１月７日、強瀨農業委員、笠原推進委
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議長

強瀨委員

事務局

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５は、売買価格は１筆の価格で○○円です。この案件につ

きましては、令和元年１１月６日、大野農業委員、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６は、売買価格は５筆合計で○○○円です。この案件につ

きましては、令和元年１１月６日、大野農業委員、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７につきましては、令和元年１１月１５日、水野農業委員、

新井推進委員、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。

事務局の説明が終わりました。

本案について、質疑、意見等を求めます。

質疑、意見等ございませんか。

相続財産管理人というのが出てきましたが、これは何かの条件で被

相続人が財産を管理できないということで選ばれるのでしょうか。と

にかく、１反６畝で○○円というのは安いような気がして、被相続人

に不利にならないようなことが必要だと思うので、相続財産管理人に

ついて教えてください。

今回、被相続人の財産を相続されるご子息の方がいらっしゃらな

い、若しくは全ての方が財産の相続放棄をされたということで、誰も

引き継ぐ方がいらっしゃらない資産ということになります。そういっ

た場合、家庭裁判所等の選任において弁護士等が財産の管理人という

指定を受けることになりますが、基本的には財産管理人、指定された
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議長

議長

議長

議長

事務局

方が、こういった申請ですとか売買に向けての登記ですとか手続きを

一括して進行していくことになります。おそらく売上高をもって財産

管理人の報酬に充てられたり、それを超えるものに関しては不勉強で

申し訳ないのですが、おそらく国庫に帰属されるような形になるので

はないかと思われます。

他に質疑、意見等ございませんか。

（ なしの声 ）

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１号、農地第３条の規定による許可申請について、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４については、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４、及び議案第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の議案番号１を上程し、事務局の説明を求め

ます。

議案の説明に先がけまして、１点ご報告いたします。

過去、農地法第４条、第５条の議案書の申請事由欄には、都市計画

法上の住宅建築要件、例えば調整区域に長期居住する親族の血縁関係

などを記載しておりました。しかし、これらは本来、開発許可申請に

おいて審査する項目であり、農地法上の審査には直接的には関わりが

ありません。この度、農地転用の許可権限を有する大里農林振興セン

ターとも協議を行い、農地転用側で当該事項についての審査は必要で
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議長

議長

はないとの意見に達したため、以降、議案書上の表記を都市計画法上

の該当条文、１１号ですとか１２号との記載に留めることといたしま

す。

当協議に関してましては、大里農林振興センター、熊谷市、深谷市、

寄居町農業委員会事務局の職員が一堂に会する、大里農業委員会連絡

協議会研修会の場において定まった意見となります。

なお、開発行為を伴う場合、開発許可申請及び農地転用許可申請は、

それぞれの審査において調整を図り、同時に許可されることとなって

おりますので、どちらか一方のみの許可が出されるということはあり

ません。

【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

４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３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。】

議案第２号の議案番号４は、農地区分は２種農地、建築物等は木造

平屋建です。申請地の内、○○○○○、○○○○○の２筆については、

過去に同じ申請人が同じ目的で転用許可を取った履歴がありますの

で、関係議案として議案第３号、農地法第５条の規定による許可後の

計画変更申請の議案番号１について説明いたします。

議案第３号の議案番号１は、当時の譲渡人は既に死去されており、

土地の所有権は譲受人、○○○○氏に相続されております。そのため、

当時は使用貸借権設定に伴う５条申請でしたが、今回は４条での申請

となります。変更後については、変更前と比べて２筆に分かれていま

すが、道路後退に伴い○○○○○を○と○の２筆に分筆したものとな

っております。同居家族の状況変化について具体的には、実家にて同

居していた親、兄も亡くなり、譲受人は現在、甥の家族と同居してお

ります。しかし甥の子供たちも成長し、手狭になったことから、改め

て住宅を建築し実家から自立するものです。

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。

はじめに、議案第２号における議案番号４について、本案を許可相
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議長

議長

議長

事務局

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３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号の内、議案番号５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５、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２号の議案番号

５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２号の議案番号５につきましては、農地区分は１種農地、転

用該当条文は施行令第４条第１項第２号イです。

議案第４号の議案番号２につきましては、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、建築物等は木造平屋建

の計画です。

この２つの議案の関係ですが、議案第２号議案番号５は、子の分家

住宅の建築を検討したところ、申請地を登記上農地のまま申請地北に

位置する○○○○氏の自宅進入路・位置指定道路として利用していた

ことが判明し、これを是正するものです。一方、子の分家住宅という
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議長

議長

議長

議長

事務局

のが議案第４号議案番号２の申請になりますが、分家住宅自体の接道

も当該位置指定道路となりますので、両議案併せてのご審議をお願い

いたします。

事務局の説明が終わりました。

本案について、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２号における議案番号５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、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４、５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、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。】

議案番号１は、農地区分は３種農地、農振除外は平成２４年９月２

０日、宅地を含めた全体面積は１６５２．８５㎡です。この案件は、

子の分家住宅の建築を検討したところ、申請地を登記上農地のまま利

用していたことが判明したものです。

議案番号２は、農地区分は２種農地、建築物等は木造２階建住宅１

棟、物置２棟、宅地を含めた全体面積は９６０．２２㎡です。この案

件も、子の分家住宅の建築を検討したところ、申請地を登記上農地の
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議長

議長

議長

事務局

まま利用していたことが判明したものです。

議案番号３は、農地区分は２種農地、建築物等は木造平屋建住宅、

屋外トイレ、物置、宅地を含めた全体面積は７９４．４３㎡です。こ

の案件は、住宅の増築を検討したところ、申請地を登記上農地のまま

利用していたことが判明したものです。

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４、５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、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１は、農地区分は３種農地、建築物等は木造２階建です。

議案番号３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２種農地、建築物等は木造２階建です。

議案番号６は、農地区分は３種農地、建築物等は木造２階建の住宅

兼事務所、屋外駐車場１０台分、払い下げ道路敷地を含めた全体面積

は８５２㎡です。一般の住宅に関しては、農地転用上、原則として上

限面積は概ね５００㎡までとなりますが、当案件については、住宅に

会計士事務所を併設すること、従業員及び来客用の駐車場も必要とな

ることから、５００㎡を超える申請面積の必要性につき適正であるも

のと見込まれます。
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議長

議長

議長

議案番号７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号ハ、建築物等は屋外

駐車場１９０台分、既存工場、駐車場敷地を含む全体面積としては、

１２９，０４１．５３㎡です。申請者は、○○○○○○に本社を置き、

昭和９年に設立された○○、○○○、○○○○○○等の製造を行う法

人であり、昭和３５年に申請地北側に熊谷工場を開設しております。

昨今、需要の増加から工場敷地内の従業員用９９台分の駐車場に製品

保管倉庫を新築すること、また従業員用３１台分、関係業者用６０台

分の駐車場を工場立地法における緑地帯とすることとなり、構内に安

全に駐車できる従業員及び業者用駐車場敷地合計１９０台分を確保

することが出来なくなったため、申請地に駐車場の拡張を計画したも

のとなります。

議案番号８は、農地区分は２種農地、建築物等は屋外駐車場・トレ

ーラー車等２３台分です。申請者は、申請地の北側に本社を置き、昭

和５３年に設立された○○○○○○を行う法人です。現在、本社敷地

内に窮屈に車両を駐車しており、それでもなお駐車場が不足すること

から本社から離れた敷地にも別途トレーラー用駐車場を借りており

ます。今回、本社敷地の隣接地かつ○○○○○○○沿いという好立地

である申請地の地権者から同意を得られたことから、事業敷地を集約

し、業務の円滑化、安全化に向け、駐車場の新設を計画したものです。

議案番号９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４９．８ｋＷ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４号における議案番号２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、許可相当とすべきものと

決しました。

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
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事務局

議長

議長

茂木委員

時転用）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。】

議案番号１、○○○○○○○○○○○は、市内○○○に事務所を置

く農地所有適格法人です。米麦、葱を生産しており、現在○○○を中

心に合計○○ｈａの農地を経営しております。当申請は、同法人がこ

の度ライスセンターを新築することに伴い、既存の葱育苗用のハウス

を同法人の借入地である申請地に移設する計画となります。申請地は

法人事務所から数十ｍ程の近距離に位置しております。また申請地の

盛土に用いる土は、申請地から道路を挟み北東側に位置する、法人の

農業用施設が建っている宅地、○○○○○○○番上に堆積しておりま

す。工法は客土Ｃと呼ばれる表土の下に客土するものです。これは、

一度申請地の表土を掘削し、搬入土を入れた上に掘削した表土を被せ

る工法となります。断面図のとおり、埼玉県の要綱に沿った勾配での

法面の施工、セットバック、素掘側溝を設け、周囲への被害防除に努

めるものとなります。なお、本申請に伴った土地改良区の同意、土砂

堆積の許可をそれぞれ得ていることを確認しております。

議案番号２は、年始からの一定期間のみ臨時の駐車場を必要とする

もので、毎年同時期に申請される案件となっております。工事の方法

は、表土を踏み固る程度の駐車場造成であり、毎年一時転用期間終了

後には農地に復元され、営農されていることも確認しております。

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ありま

すので、先に審議いたします。

議案番号１については、譲受人が○○○○○○○○であり、○○委

員が役員となっておりますので、○○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１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。

機械植え用の葱苗ですか。
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事務局

議長

議長

議長

議長

議長

議長

事務局

提出されている資料では機械植え用かどうか確認できませんが、○

○○○○○○○の規模からすると、おそらく機械植え用の育苗ハウス

と思われます。既存の育苗ハウスに関しましては、申請地の東側に位

置しておりまして、これについても現地で確認をしております。

他に質疑、意見等ございませんか。

（ なしの声 ）

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５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。

○○委員は、入室してください。

（ ○○委員 入室 ）

続きまして、議案番号２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５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８７９から１０２５、議案番号３３４２か
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議長

議長

議長

議長

ら３３４６の、合わせて１５２件、２５９筆、３５７，８２４．２５

㎡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、中程右側の地区別の表をご覧ください。こち

らの表は、委員が担い手に斡旋した農地の面積の集計となっておりま

す。この中の西部第１地区のうち、○○○○地内で他の担い手が借り

受けたものの手がまわらず、まとめて解約となった１５筆、３５，１

８６㎡と、北部第１地区のうち○○の○○○地区において荒廃化が進

んでいる農地１７筆、１４，０１５㎡を○○の○○○○○○○○○○

○に斡旋した農地が計上されております。

今回の議案１５２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８９５、８９６、８９７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８９５、８９６、８９７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８９５、８９６、８９７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。



16
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議長

議長

議長

議長

議長

（ ○○委員 入室 ）

次に、議案番号９７５、９８１については、借受人が○○○○○○

○○○○となっており、○○委員がその代表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９７５、９８１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９７５、９８１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 ）
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議長

事務局

議長

議長

議長

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、○○○地区の２地区の配分計画です。

はじめに、○○地区ですが、１４筆、２７，３２４㎡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ます。設定期間は１０

年となっており、配分先は○○○○○○○○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、２

筆、４，２９１㎡、地目は全て田、権利の種類は賃貸借で、再配分の

案件となります。設定期間は、令和２年２月１日から当初の終期であ

る令和１１年１０月３１日までの９年９ケ月となっております。

以上１６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。

本案について、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、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、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。

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。
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議長

事務局次長

事務局次長

事務局

中嶋推進委員

事務局

西田推進委員

事務局

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

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。

【 休憩 午前１０時４０分から１０時５０分 】

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。

【配布資料に基づき農地パトロール集計結果報告を説明し、あわせて

遊休農地の利用意向調査の通知配布を依頼する。】

この通知を配りますと、「もう解消します。」という家もあるんです

ね。意向調査が入っているので配らなければいけないかなと思って、

「意向調査もありますから」ということも言っているのですが、我々

が確認している中で、解消してる部分のお宅にはどのような対処をし

たらよいですか。

昨年度もそういった案件がありまして、見たら解消していたという

場所に関しましては通知は配布しないでいただいて、事務局で集計か

らその分を削除したりしますので、その旨を報告いただけると助かり

ます。

いつまでに農業委員、推進委員は配布して、いつ郵送は事務局から

するのですか。

県に提出する期限が１２月の末までと決まっておりますので、なる

べく早めに１２月中旬くらいまでに配布していただいて、もし解消と

なっていた場合は速やかに報告いただけると助かります。
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事務局長

木村会長

熱田推進委員

事務局長

【配布資料に基づき農業委員会等の綱紀粛正ついて、周知・徹底をお

願いするとともに、あわせて議案などに掲載されている個人情報につ

いて、守秘義務が課せられていることを説明し、取扱いに注意するよ

うお願いする。】

個人情報の取り扱いについてですが、局長から話が出た県の常設審

議委員会というのに私も参加をしております。これは県内全市町村の

会長が加わっているわけではなく、ある程度の規模とかによって委員

が選出されているわけですれど、この常設審議委員会の議案書という

のは持ち帰れないんです。個人情報が入っているというのが一番の重

要なことだと思うんですけれども、議案書の右上に「持ち帰り禁止」

と書いてあるんですね。

さきほど局長が言われたように、私たちも地方公務員となっている

わけで守秘義務があるというのは良くわかっているんですけれど、こ

れを家に持ち帰るわけですよね。皆さんがどこに保管しているかわか

りませんけれど、間違ってどこかに出てしまったとか、いうことがあ

る可能性があると思うんです。職員の皆さんは市役所の中に保管がで

きるからいいのでしょうけれど、私たちは持ち帰っているわけですか

ら、その情報が出てしまうと問題になってしまう、間違って出てしま

うことが多いのでしょうけど情報が出てしまうと問題になってしま

うというのが気になってます。何年か前に、教育委員会だか自治会だ

か名簿が出て新聞沙汰になったことがあったように記憶しているん

ですけれども、やはりそれも、やってはいけないことが間違って出て

しまった結果なのでしょうけれど、私たちがいくら気をつけても間違

いというのは、これだけの人数の委員、推進委員の皆さんがいらっし

ゃいますので出る可能性も無きにしも非ずで、個人個人が気をつけな

くてはいけないというのもあるのですが、冒頭申し上げましたように

県の常設審議委員会では机の上に置いて行ってくださいと言われて

ますので、その辺も踏まえて事務局でも何か策を考えておいていただ

いた方がいいではないかという気がしますので提案をさせていただ

きます。

漏れる漏れないは別として、我々も正直保管に困っているんです。

色々な仕事に行って、いろいろな関係、絡みがあるので１ケ月は保管

をしてもいいですけれど、２ケ月を過ぎたものは回収してもらえれば

一番いいんです。是非お願いしたいと思います。

事務局でもその対応について、回収の方法だとか、検討させていた
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農業振興課

中川農委クラブ

幹事長

中川農委クラブ

幹事長

だきながら、次回ご提案を申し上げたいと思います。皆さん趣旨はご

理解いただいたと思いますので、より良い体制となるように検討させ

ていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

【人・農地プランについて農業振興課から説明する。】

農業者の方に通知した文書で、南部１地区、南部２地区が逆になっ

ていた件で、関係する委員さんと耕作者の方には訂正文を出させてい

ただきます。江南の地区は１２月１７日の午前９時３０分から、大里

と吉岡地区は１２月１７日の午後１時３０分から開催したいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。

人・農地プランの方法について、昨日、奈良地区で実施しました。

昨年と少し方法を変えまして、委員さんに深谷の文化会館で研修を受

けていただいた付箋を使った方法を今回行っていきたいと思います。

委員さんの中で付箋を使っての進行は難しいと思いますので、職員が

進行などをして皆さんにいろいろな意見を平等に出していただいて、

このような問題を皆さんにまず書いていただきます。そのあとに、付

箋が多いものがその地区の代表的な問題ということで課題として挙

げてみて、それについての課題解決を考えていくような形で進行した

いと思います。職員で進行などを行いますので、この中で出た意見な

どに対してアドバイスとか意見とか委員さんからも出していただき

会議を進めて行きたいと思っておりますのでよろしくお願いいたし

ます。

人・農地プランの会議としては、まず課題を出してもらうというこ

とと、それに対する解決策を出席していただいている方に出してもら

う、そのあとに、５年後この地区はどうしていくのかというのを地図

を交えて話していきますので、その際にはいろいろな意見が出てきま

すので、私ども職員と委員さんなどを交えて話し合いを進めて行けれ

ばと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

【新年会の開催について、配付通知に基づき内容を説明し、出欠席の

報告を事務局まで提出するよう依頼する。】

【台風１９号等災害義援金募集ついて、全国農業会議所から通知があ

った旨を報告し、これまでと同様に農委クラブ口座から義援金を送金

することについて委員の了解を得る。なお、送金額については、市議

会議員兼職の委員を除く委員分、一人当たり一口とする。】
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事務局長

事務局長

事務局次長

手嶋委員

中川農委クラブ

幹事長

【個人情報の取扱い等に関して、資料回収について決を取る。】

先ほど、個人情報の保護、守秘義務等お話をさせていただいたとこ

ろ、会長さん、熱田さんからもお話をいただいたところです。

事務局で後々検討するのではなく、せっかく皆さんが集まっている

ので、この場で明確な方向を決めたほうがお互いいいなと思っていま

す。個人の名前が出てくる議案書と、説明で使っている参考資料、こ

の２つは個人の名前から地番から地積から載ってますので、この２つ

に限っては机の上に置きっぱなしにして退席をいただく、外に個人情

報を持ち出さないという方向でいかがでしょう。皆さんのお声をお伺

いしたいと思います。よろしいでしょうか。

（ 賛同の声あり ）

２種類だけ置いていただいて退席をいただくということで、ご協力

をよろしくお願いします。ありがとうございます。

今までの資料も、随分厚くなったと思いますが、手間でなければ、

次回、あるいは事務局までお持ちいただければ私どものほうで処分さ

せていただきます。

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。

新年会の開催について、一昨年あたりは送迎バスがありましたが、

昨年から送迎バスがなくなりましたけれど、今も飲酒運転禁止などの

話が出てますので、どうなのかなと。

送迎バスが昨年からなくなったんですけど、過去、ヘリテイジで開

催した時は会場が遠いので、各行政センター、本庁舎をバスで送迎し

たことがあったと記憶してます。今回も、会場をどこにしようかと検

討したんですけど、昨年と同じくマロウドインに決めさせていただき

ました。次回はどこでやるか、農委クラブの幹事と相談しまして、も

しヘリテイジでやれば送迎バスを用意していただけるかどうか検討

したいと思います。

局長も言ったように、飲酒運転すると我々も特別職の公務員ですか

ら免職になります。飲まない人の運転で相乗りで来るとか、家族に送

迎してもらうとか、各地区で相談してください。マロウドインも送迎

バスがあると思いますが、台数も多くないでしょうから全地区を回る

と時間もかかるでしょうから、その辺も含めて来年の検討課題とした
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事務局次長

夏目会長職務代理

事務局次長

いと思います。

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。
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