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第２１回久喜市農業委員会総会議事録 

 

開催月日 令和３年２月２５日（木） 

開催場所 菖蒲総合支所４階第１集会室 

開会時刻 午後２時３０分 

閉会時刻 午後４時２２分 

第２１回 久喜市農業委員会総会議事日程 

第 １ 開  会 

第 ２ 挨  拶 

第 ３ 議事録署名委員の指名について 

第 ４ 経過報告 

第 ５ 会長提出議案上程 

    議案第 ８６号 農地法第３条の規定による許可申請について 

    議案第 ８７号 農地法第４条の規定による許可申請について 

    議案第 ８８号 農地法第５条の規定による許可申請について 

    議案第 ８９号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更について 

    議案第 ９０号 久喜市農用地利用集積計画の決定について 

    議案第 ９１号 久喜市農用地利用配分計画の原案について 

第 ６ 提案理由の説明・質疑・討論・採決 

第 ７ 報告第 ９５号 農地法第４条の規定による農地転用届出について 

    報告第 ９６号 農地法第５条の規定による農地転用届出について 

    報告第 ９７号 農地法第５条の許可取消しについて 

    報告第 ９８号 農地法の第３条規定による許可申請取下願について 

    報告第 ９９号 農地法第３条の３の規定による届出について 

    報告第１００号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

    報告第１０１号 時効取得を原因とする所有権移転の通知について 

第 ８ 協議事項 

第 ９ 農政問題に対する質疑・応答 

第１０ 閉  会 
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農業委員 

出席委員 １１名 

  会  長   岩  﨑  長  一  君      会長代理   木  村  信  一  君 

    ２番   杉  田  孝  行  君        ３番   吉  岡  憲  一  君 

    ５番   籠  宮     博  君        ６番   原  田  典  男  君 

    ７番   蔵  口  哲  夫  君       １１番   長 谷 川     勲  君 

   １３番   木  村     実  君       １５番   横  田  義  明  君 

   １７番   渡  辺  敏  男  君 

 

欠席委員  ８名（※新型コロナウイルス感染症拡大に伴う予防対策による） 

    １番   矢  野     学  君        ４番   稲  生     裕  君 

    ８番   川  鍋     優  君        ９番   井  野  重  明  君 

   １０番   早  野  公  夫  君       １２番   岡  田     武  君 

   １４番   塚  越  賢  二  君       １６番   鈴  木  好  雄  君 

 

事務局 

  事務局長   榎  本  浩  二         係  長   大  内  康  範 

  主  任   黒  須  一  宏         主  事   横  山  玲  央 
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               午後 ２時３０分 

    ◎開会の宣告 

〇事務局長（榎本浩二君） それでは、第21回農業委員会総会を始めます。 

  皆さんご起立願います。ご一礼ください。ご着席願います。 

  本日の出席委員は、11名でございます。本日の総会は、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言への対応と

いたしまして、先月に引き続き、現に在任する委員の過半数での総会となりますが、農業委員会等に関する法律第27条

第３項に規定される総会の開催要件を満たしており、会議が成立することをご報告いたします。 

  なお、本日欠席の委員の皆様には、事前に総会への出席をご辞退くださるよう通知しております。本日の総会にお

ける審議結果につきましては、速やかに報告書を作成の上、欠席委員の皆様にご通知を差し上げたいと思います。 

  それでは、開会に当たりまして、岩﨑会長からご挨拶をお願いいたします。 

〇会長（岩﨑長一君） 挨拶（省略） 

    ◎議事録署名委員の指名 

〇会長（岩﨑長一君） 日程の第３に入ります。 

  議事録署名委員の指名を行います。私のほうから指名をさせていただきます。５番、籠宮委員、６番、原田委員さ

ん、よろしくお願いいたします。 

    ◎経過報告 

〇会長（岩﨑長一君） 続きまして、日程の第４、経過報告に入ります。 

  事務局長、お願いいたします。 

〇事務局長（榎本浩二君） それでは、資料の３ページを御覧ください。前回１月の委員会から本委員会までの経過に

ついてご報告します。 

  報告件数は１件です。去る２月15日月曜日、さいたま市内において埼玉県農業会議等の主催による事務研修会が開

催され、横山主事が出席しました。研修では、農地の転用や権利の移転など、農地法の第４条、第５条について学ば

せていただきました。 

  報告は以上です。 

〇会長（岩﨑長一君） ありがとうございました。 

  ただいま事務局長より経過報告の説明がございました。 

  今月の経過報告につきまして、何か質問がございましたらお受けをいたします。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇会長（岩﨑長一君） 打ち切ります。 

  続いて、農業委員さんのほうから皆様に周知しておくべき事項等がございましたら、報告願います。 

  よろしいですか。 

               〔「はい」と言う人あり〕 

〇会長（岩﨑長一君） 打ち切ります。 

    ◎議案第８６号 

〇会長（岩﨑長一君） それでは、日程の第５、議案第86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ま

す。 

  大内係長。 

〇係長（大内康範君） それでは、説明させていただく前に、１点ほど議案書の訂正をお願いできればと思います。 
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  議案書の13ページになりますので、お開きいただければと思います。申請書番号が204532と書かれた案件でござい

ます。こちらの案件につきましては、補正の期日までにほかの法令、都市計画法の許可の見込みについての確認が間

に合わなかったため、今月は保留とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、改めまして３条の説明に入らせていただきたいと思います。 

  議案書の５ページ、御覧いただければと思います。まず初めに、申請書番号203304番、譲受人は幸手市在住の方、

譲渡人は古河市在住の方となっております。土地の表示につきましては、栗橋地内の田３筆、畑１筆、合計870.51平

米でございます。権利の内容につきましては、贈与によります兄弟間での所有権の移転でございまして、申請の事由

は経営の拡大でございます。譲受人は現在水稲48アール、野菜を３アール耕作しており、全て良好に耕作管理されて

おります。また、農作業従事日数、機械、労働力、技術、地域との関係なども問題なく、下限面積や全部効率利用要

件等の許可要件を全て満たす申請内容となってございます。なお、取得後につきましては、野菜の作付を予定してい

るということでございます。 

  続きまして、申請書番号203305番、譲受人は高柳在住の方、譲渡人は川口市在住の方となっております。土地の表

示につきましては、高柳地内の畑１筆、416平米でございます。権利の内容につきましては、売買によります所有権の

移転で、申請の事由は経営の拡大でございます。譲受人は現在水稲21アール、野菜を29アール耕作しており、全て良

好に耕作管理されております。また、農作業従事日数、機械、労働力、技術、地域との関係なども問題なく、下限面

積や全部効率利用要件等の許可要件を全て満たす申請内容となってございます。なお、取得後につきましては、こち

らも野菜の作付を予定しているということでございます。 

  説明は以上でございます。 

〇会長（岩﨑長一君） ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明に関連をして、第１調査班から現地調査の結果並びに補足説明をお願いをいたします。 

  籠宮委員。 

〇５番（籠宮 博君） ５番、籠宮です。吉岡委員さんと確認しました。 

  申請書番号203304号。譲り受ける方の土地は、譲り渡す方の土地の宅地の周りの土地でございます。進入路もあり、

排水路もあり、土地もきれいに整地されておりますので、特に問題はないと思われます。 

  続きまして、申請書番号203305号。譲渡人の土地は、譲受人の宅地に沿ってあります。耕うんして整地してあり、

今後野菜と養蜂をできればやりたいということ。また、排水路もあり、特に問題はないと思われます。 

  以上許可相当と判断します。 

  以上です。 

〇会長（岩﨑長一君） ありがとうございました。 

  ただいま籠宮委員からの調査報告につきまして、質問をお受けをいたします。 

  蔵口委員。 

〇７番（蔵口哲夫君） 最初の203304ですけれども、これ贈与になっていますけれども、贈与の理由は何ですか。 

〇係長（大内康範君） 先ほども説明させていただいたように、この譲受人と譲渡人は兄弟でございまして、もともと

その隣地が、その譲渡人の方が持っている地目が宅地なのですけれども、それと一緒に譲渡するというような形で農

地の部分が今回上がってきています。 

  以上です。 

〇会長（岩﨑長一君） 長谷川委員。 

〇11番（長谷川 勲君） 11番、長谷川ですけれども、申請書番号203304の譲渡人ですか、古河市に住所があって、こ
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こに自宅があるというのは、これはどうなのでしょう。 

〇係長（大内康範君） これは、自宅ではなくて実家です。実家で、今はその隣地の地目が宅地の部分は、現況は何も

ない更地です。更地で、要はそこをこの譲渡人が持っていたのですけれども、管理し切れなくなったので、そこも含

めて、妹さんにお渡しするということでございます。通常であれば、もっと具体的にいうと、その宅地が地目で隣に

あるので、そこの敷地拡張で農地転用するとか、そういうパターンが多いのです。なので、この場合も、そこら辺も

ちょっとうちのほうから代理人に話して、それでも農地として所有権移転するのですかとお話は聞いています。それ

に伴って、通常は３条でつけてもらっていないのですけれども、営農計画書とかそういうのも個別にもらって、確認

はさせていただいています。 

  以上です。 

〇11番（長谷川 勲君） はい、分かりました。 

〇会長（岩﨑長一君） ほかに。よろしいですか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇会長（岩﨑長一君） 質問を打ち切ります。 

  直ちに討論に入ります。よろしいですか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇会長（岩﨑長一君） 討論を打ち切ります。 

  採決に入ります。 

  それでは、農地法第３条第２項各号には相当しないものとして、原案に賛成の農業委員の挙手を願います。 

               〔賛成者挙手（全員）〕 

〇会長（岩﨑長一君） 全員をもって原案のとおり可決決定をいたします。 

    ◎議案第８７号 

〇会長（岩﨑長一君） 続きまして、議案第87号 農地法第４条の規定による許可申請についてを上程いたします。 

  事務局に説明を求めます。 

  大内係長。 

〇係長（大内康範君） それでは、個別にご説明させていただきます。議案書の７ページを御覧いただければと思いま

す。 

  まず初めが、申請書番号が201403番。申請人は下早見在住の方となっております。土地の表示につきましては、下

早見地内の田２筆、合計45平米でございます。申請の内容につきましては、宅地への転用でありまして、追認案件で

ございます。資料の３にございますとおり、自宅敷地の一部が以前より宅地として利用していたにもかかわらず、登

記簿上の地目が農地のままとなっていたことが判明したものでございます。当該申請地につきましては、隣接する挟

まれた法定外道路と併せまして自宅への進入路として利用されており、昭和45年の航空写真などによりまして、線引

き前から非農地状態であったことの確認が取れたことから、今回追認の申請に至ったものでございます。 

  続きまして、申請書番号202402番。申請人は、菖蒲町台在住の方となっております。土地の表示につきましては、

菖蒲町台地内の畑１筆、75平米でございます。申請の内容につきましては、宅地への転用でございまして、こちらも

追認案件でございます。資料の４にございますとおり、自宅敷地の一部が以前より宅地として利用してきたにもかか

わらず、登記簿上地目が農地のままとなっていたことが判明したものでございます。当該申請地につきましては、居

宅の一部が建っておりまして、自宅への進入路としても利用されてございます。昭和45年の航空写真などによりまし

て、線引き前から非農地状態であったことの確認が取れたことから、今回追認の申請に至ったものでございます。 
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  続きまして、申請書番号204402番。申請人は上内在住の方となっております。土地の表示につきましては、上内地

内の畑１筆、198平米でございます。申請の内容につきましては、住宅敷地拡張のための宅地への転用申請でございま

す。農地の区分につきましては、一団の農地の規模が10ヘクタール未満の第２種農地と判断しております。申請人は、

現在申請地東側の隣地にて家族とともに生活しており、農業を営んでおりますが、現在の敷地面積では農業用機械や

車の取り回しをするスペースが不足していることから、自身が所有する当該申請地を新たに農業用機械や車の駐車ス

ペース等として利用することを計画し、今回の申請に至ったものでございます。資金につきましては、全額自己資金

にて賄う計画となっておりまして、その他信用、農転の確実性など、一般基準につきましても支障のない内容となっ

ております。 

  説明は以上でございます。 

〇会長（岩﨑長一君） ありがとうございました。 

  ただいまの説明に関連をして、第１調査班から現地調査の結果並びに補足説明をお願いをいたします。 

  原田委員。 

〇６番（原田典男君） ６番、原田です。２月20日、杉田委員とともに現地調査を行いましたので、ご報告いたします。 

  申請書番号201403番。申請地は、圏央道下早見付近より西へ100メートルほど位置し、今回委員であります川鍋委

員さんの隣でございます。周囲は北は宅地、南側は市道、西側、東側は地目では田ですが、現況は畑となっておりま

す。地目変更のみであるため、現況のままであり、被害は生じないと思われます。 

  以上、申請内容及び現地の状況から、許可相当と判断いたしました。 

  以上です。 

〇会長（岩﨑長一君） 長谷川委員。 

〇11番（長谷川 勲君） 11番、長谷川です。２月20日、17番、渡辺委員さんと現地調査を行いましたので、報告いた

します。 

  申請書番号202402番。申請地は、三箇小学校から東へ700メートルほどの集落内に位置しております。周囲は、北

側は宅地、南側が私道です。西側が市道になっております。追認案件で工事を行わないことから、周囲への被害を及

ぼすことがないと思われます。 

  以上１案件については、申請書及び現地の状況から許可相当と判断いたします。 

  以上です。 

〇会長（岩﨑長一君） 吉岡委員。 

〇３番（吉岡憲一君） ３番、吉岡です。去る２月20日、籠宮委員とともに現地調査を行いましたので、報告をいたし

ます。 

  申請書番号204402番。申請地は、ＪＲ東鷲宮駅から約1.5キロに位置し、周囲はスーパーのロヂャースの西側に隣

接をいたしまして、北側及び東側はパチンコ店マルハンの駐車場、南側は畑に面した農家住宅の敷地拡張であります。

農地の状況は畑で、同一使用者でありまして、周辺農地に被害を及ぼすことはないと思われます。 

  以上です。 

〇会長（岩﨑長一君） ありがとうございました。 

  ただいま３人の委員からの調査報告につきまして、質問をお受けをいたします。 

  よろしいですか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇会長（岩﨑長一君） 質問を打ち切ります。 
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  直ちに討論に入ります。 

  よろしいですか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇会長（岩﨑長一君） 討論を打ち切ります。 

  採決に入ります。 

  それでは、農地法第４条第６項各号には相当しないものとして、原案に賛成の農業委員の挙手を願います。 

               〔賛成者挙手（全員）〕 

〇会長（岩﨑長一君） 全員をもって原案のとおり可決決定をいたします。 

    ◎議案第８８号 

〇会長（岩﨑長一君） 続きまして、議案第88号 農地法第５条の規定による許可申請についてを上程いたします。 

  事務局に説明を求めます。 

  大内係長。 

〇係長（大内康範君） それでは、個別にご説明させていただきます。議案書の10ページ、御覧いただければと思いま

す。 

  まず初めが、申請書番号が201532番でございます。譲受人は平成３年に設立され、平成29年から宗教法人として寺

院を営んでいる法人でございます。譲渡人は、松戸市在住の方ほか２名でございます。土地の表示につきましては、

北青柳地内の田１筆、793平米でございます。申請の内容につきましては、所有権移転によります駐車場設置のための

敷地拡張でございます。農地の区分につきましては、一団の農地の規模が10ヘクタール未満の第２種農地と判断して

おります。譲受人であります宗教法人につきましては、現在当該申請地の隣地におきまして寺院を営んでおりますが、

敷地が狭いため駐車スペースが少なく、現在は来客用として９台分の駐車スペースがございますが、行事がある際等

は近隣の駐車場や路上駐車にて対応している状況ということでございます。そのため、新たな駐車スペースを探して

いたところ、当該申請地の所有者であります譲渡人からの申出があったことから、当該申請地を新たな駐車場として

利用することを計画し、今回の申請に至ったものでございます。資金につきましては、代表者個人からの融資及び法

人としての自己資金にて賄う計画となっておりまして、残高証明書及び融資証明書も添付されてございます。その他

信用、農転の確実性など、一般基準につきましても支障のない内容となっております。 

  続きまして、申請書番号が201533番。譲受人は東京都港区に事務所を置き、特定目的会社として資産の管理業務を

行う法人でございます。譲渡人は、上清久在住の方ほか７名となっております。土地の表示につきましては、上清久

地内の田12筆、畑８筆、合計8,292.07平米でございます。申請の内容につきましては、所有権移転及び賃貸借権設定

によります駐車場のための雑種地への転用申請でございます。農地の区分につきましては、一団の農地の規模が10ヘ

クタール未満の第２種農地と判断しております。譲受人は、物流に関する不動産を取り扱う会社の特定目的会社とし

て平成26年に設立された法人でございまして、現在当該申請地付近におきまして物流倉庫を運営してございます。ま

た、その当該物流施設につきましては、現在７社が入居しておりまして、約240台分の駐車スペースを確保しておりま

すが、当該申請地は駅から遠く、公共交通機関による通勤が困難な方やコロナウイルス感染症の影響によりまして車

通勤を希望する従業員が増えたことなどによりまして、駐車スペースが不足しているという状況でございます。その

ため、現在は東京理科大跡地の一部を市から借りることによりまして、不足分の駐車スペースを確保してございます

が、その契約がもうすぐ満了を迎えるため、新たな駐車スペースを探していたところ、既存地から近い当該申請地の

地権者の方々から同意が得られたことから、当該申請地に新たな駐車場を設置することを計画し、今回の申請に至っ

たものでございます。資金につきましては、全額自己資金にて賄う計画となっておりまして、残高証明書も添付され
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てございます。その他信用、農転の確実性など、一般基準につきましても支障のない内容となっております。 

  続きまして、申請書番号201534番。譲受人は伊奈町在住の方、譲渡人は北中曽根在住の方となっております。土地

の表示につきましては、北中曽根地内の畑１筆、383平米でございます。申請の内容につきましては、使用貸借権設定

によります自己用住宅建築のための宅地への転用申請でございます。農地の区分につきましては、一団の農地の規模

が10ヘクタール未満の第２種農地と判断しております。譲受人は、現在市外の賃貸住宅にて家族とともに生活してお

りますが、子供の成長とともに手狭になってきたことから将来のことを考え、実家から近く、祖母が所有しておりま

す当該申請地へ自己用住宅を建築することを計画し、今回の申請に至ったものでございます。資金につきましては、

全額埼玉りそな銀行からの融資にて賄う計画となっておりまして、その他信用、農転の確実性など、一般基準につき

ましても支障のない内容となっております。 

  続きまして、申請書番号201535番。譲受人は上清久に事務所を置き、昭和63年から電気工事に関する事業を行って

いる法人、譲渡人は同じく上清久在住の方となっております。土地の表示につきましては、上清久地内の畑１筆、319平

米でございます。申請の内容につきましては、使用貸借権設定によります駐車場のための雑種地への転用申請でござ

います。農地の区分につきましては、一団の農地の規模が10ヘクタール未満の第２種農地と判断しております。譲受

人は、現在当該申請地の隣地を居宅兼事務所として利用し、店舗等の電気工事に関する仕事をしておりますが、敷地

が狭く、駐車スペースが足りないことから、現状では来客などがあった場合には車を道路への出入口付近に止めなけ

ればならず、止めてしまうと他の車の出入りができない状況であるということでございます。そのため、新たな駐車

スペースを設けることを検討したところ、事務所の隣地であり、譲受人であります法人代表者が個人として所有する

当該申請地を新たな駐車場として利用することを計画し、今回の申請に至ったものでございます。資金につきまして

は、全額自己資金にて賄う計画となっておりまして、残高証明書も添付されております。その他信用、農転の確実性

など、一般基準につきましても支障のない内容となっております。 

  続きまして、申請書番号202518番。譲受人は菖蒲町菖蒲在住の方、譲渡人は菖蒲町河原井在住の方となっておりま

す。土地の表示につきましては、菖蒲町河原井地内の畑１筆、495平米でございます。申請の内容につきましては、使

用貸借権設定によります自己用住宅建築のための宅地への転用申請でございます。農地の区分につきましては、一団

の農地の規模が10ヘクタール以上の第１種農地と判断しております。したがいまして、原則許可とならない区域でご

ざいますが、住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において、居住する者の日常生活または業務上必要な施設で、

集落に接続して設置されるものとして、不許可の例外に該当するものでございます。譲受人は、現在市内の賃貸住宅

にて家族とともに生活しておりますが、子供の成長とともに手狭になってきたことや将来父親から農業を引き継ぐこ

とを考え、父親が所有しており、実家のすぐ南側でもあります当該申請地へ自己用住宅を建築することを計画し、今

回の申請に至ったものでございます。資金につきましては、全額埼玉りそな銀行からの融資にて賄う計画となってお

りまして、その他信用、農転の確実性など、一般基準につきましても支障のない内容となっております。 

  続きまして、申請書番号203508番。譲受人、譲渡人とも高柳在住の方となっております。土地の表示につきまして

は、高柳地内の田３筆、合計349.4平米でございます。申請の内容につきましては、使用貸借権設定によります自己用

住宅建築のための宅地への転用申請でございます。農地の区分につきましては、一団の農地の規模が10ヘクタール未

満の第２種農地と判断しております。譲受人は、現在申請地北側にあります妻の実家にて妻の両親とともに生活して

おりますが、同じ敷地内には妻の兄の居宅があることや、仕事の関係で早朝や深夜の出勤があることなど変則的な生

活をしているため、将来のことを考え、現在の居宅の南側であり、妻の父親が所有しております当該申請地へ自己用

住宅を建築することを計画し、今回の申請に至ったものでございます。資金につきましては、全額埼玉りそな銀行か

らの融資にて賄う計画となっており、その他信用、農転の確実性など、一般基準につきましても支障のない内容とな
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っております。 

  続きまして、申請書番号204531番。譲受人は加須市在住の方、譲渡人につきましては、久本寺在住の方となってお

ります。土地の表示につきましては、久本寺地内の畑４筆、合計495平米でございます。申請の内容につきましては、

所有権移転によります自己用住宅建築のための宅地への転用申請でございます。農地の区分につきましては、一団の

農地の規模が10ヘクタール未満の第２種農地と判断しております。譲受人は、現在市外にあります妻の母が保有する

居宅にて家族とともに生活しておりますが、建物が老朽化していることや、郊外であるため買物なども不便であるこ

とから、将来のことを考え、商業施設から近く、生活環境が整っている当該申請地に新たな住宅を建築することを計

画し、今回の申請に至ったものでございます。資金につきましては、全額クレイリッシュからの融資にて賄う計画と

なっており、その他信用、農転の確実性など、一般基準につきましても支障のない内容となっております。 

  続きまして、204532は保留でございます。 

  その次は、申請書番号が204533番でございます。譲受人は久喜東５丁目在住の方、譲渡人は八甫在住の方でござい

ます。土地の表示につきましては、八甫地内の田１筆、畑１筆、合計499平米でございます。申請の内容につきまして

は、所有権移転によります自己用住宅建築のための宅地への転用申請でございます。農地の区分につきましては、一

団の農地の規模が10ヘクタール未満の第２種農地と判断しております。譲受人は、現在市内の賃貸住宅にて家族とと

もに生活しておりますが、子供の成長とともに手狭になってきたことや、高齢となる両親の世話等を考え、実家から

近く、父親が所有しております当該申請地へ自己用住宅を建築することを計画し、今回の申請に至ったものでござい

ます。資金につきましては、自己資金及び埼玉りそな銀行からの融資にて賄う計画となっており、その他信用、農転

の確実性など、一般基準につきましても支障のない内容となっております。 

  説明は以上でございます。 

〇会長（岩﨑長一君） ありがとうございました。 

  ただいま８件のご説明がございました。ただいまの説明に関連して、第１調査班から現地調査の結果並びに補足説

明を順次お願いをいたします。 

  杉田委員。 

〇２番（杉田孝行君） ２番、杉田です。２月の20日に原田委員さんと現地調査を行いましたので、報告いたします。 

  申請書番号201532番でございます。申請地は、北青柳農業集落排水の処理施設から北へ約10メートルほどの集落内

に位置しております。周囲は、北側が市道、東南側が市道、南西側が住宅、北西が田となっております。被害防除に

ついては、周囲にＵ字溝、側溝を設置することになっておるため、被害を及ぼすことはないと思われます。 

  続きまして、申請書番号201533番。申請地は、理科大跡地の物流施設から南西に200メートルほどの集落の201番地

に隣接する畑地、４区画で８名の申請でございます。周囲は北側は市道、北西側は市道、東北側が県道、また東は住

宅となっております。被害防除につきましては、周囲にブロックを積み、メッシュフェンスを設置することになって

いるため、被害を及ぼすことはないと思われます。 

  続きまして、申請書番号201534番でございます。申請地は、県道北中曽根大桑線の信号から西に800メートルほど

の集落内に位置しております。周囲は、北側が畑、東側も畑、南側は住宅、西側は市道となっております。被害防除

につきましては、周囲をマウントアップし、排水については集落排水に接続することになっているため、周囲に被害

を及ぼすことはないと思われます。 

  続きまして、申請書番号201535番でございます。申請地は、県道川越栗橋線上清久交差点から西に500メートルほ

どの集落内に位置しております。周囲は、北側が住宅、東側は田、南側は一部住宅、西側が田となっております。被

害防除については、周囲にコンクリート板土留めを設置することになっておるため、周囲に被害を及ぼすことはない
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と思われます。 

  以上４案件につきましては、申請書及び現地の状況から許可相当といたします。 

  以上です。 

〇会長（岩﨑長一君） 長谷川委員。 

〇11番（長谷川 勲君） 11番、長谷川委員です。２月20日、17番、渡辺委員さんと現地調査したので、報告いたしま

す。 

  申請書番号202518番。申請地は、圏央道白岡菖蒲インターから東へ500メートルほどの集落内に位置しております。

周囲は、北側が農地、東側は宅地、南側が市道、西側は農地となっております。被害防除については、北側はマウン

トアップし、西側は排水溝を造る計画になっており、また排水については合併浄化槽を設置し、道路側溝に接続する

ことになっており、周囲に被害を及ぼすことはないと思われます。 

  以上１案件については、申請書及び現地の状況から許可相当と判断いたします。 

  以上です。 

〇会長（岩﨑長一君） 籠宮委員。 

〇５番（籠宮 博君） 申請書番号203508号。この件に関しましては、吉岡委員さんと確認いたしました。 

  この場所は、栗橋西小学校より南東へ約１キロのところにあり、譲渡者所有の市道に沿ってある土地です。北側が

宅地、東側が農地、南側がお墓、西側が宅地で市道です。排水は市道側溝へ放流でき、特に問題はないと思われます。 

  以上です。 

〇会長（岩﨑長一君） 吉岡委員。 

〇３番（吉岡憲一君） 続いて、同じく申請書番号204531号。申請地は、ＪＲ東鷲宮駅から約1.7キロ及びショッピン

グモールアリオ鷲宮、ケーズデンキに隣接をした集落内に位置しております。北側、西側ともに住宅地となっており

まして、東側、南側が市道となっております。被害防除については、周囲をブロック擁壁を設置する計画でありまし

て、排水は合併浄化槽により道路側溝に接続する計画となっておりまして、周辺農地に被害を及ぼすことはないと思

われます。 

  続きまして、204533号です。申請地は、ＪＲ東鷲宮駅から約1.2キロの集落内に位置しております。周囲は北側が

市道、東側が畑、西側が市道、南側が畑となっております。被害防除については、周囲にフェンスの設置、排水は合

併処理浄化槽を設置する計画となっておりまして、周辺農地に被害を及ぼすことはないと思われます。 

  以上２案件につきましては、いずれも申請内容及び現地の状況から許可相当であると判断をいたしました。 

  以上です。 

〇会長（岩﨑長一君） ありがとうございました。 

  ただいま８案件、４人の委員から調査報告をいただきました。全体を通じまして、ご質問をお受けをいたします。

よろしいですか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇会長（岩﨑長一君） 質問を打ち切ります。 

  討論に入ります。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇会長（岩﨑長一君） よろしいですか。討論も打ち切ります。 

  採決に入ります。 

  それでは、農地法第５条第２項各号には相当しないものとして、原案に賛成の農業委員の挙手を願います。 
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               〔賛成者挙手（全員）〕 

〇会長（岩﨑長一君） 全員をもって原案のとおり可決決定をいたします。 

    ◎議案第８９号 

〇会長（岩﨑長一君） 続きまして、議案第89号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更についてを上程いたし

ます。 

  事務局に説明を求めます。 

  大内係長。 

〇係長（大内康範君） それでは、議案書の15ページ、御覧いただければと思います。こちらにつきましては、農地法

５条の規定によります許可後の計画変更についてでございまして、今月は計画変更が１件提出されてございます。こ

ちらの案件につきましては、15ページにも書かれておりますが、平成３年の12月に敷地面積が全体で約７ヘクタール、

事業目的を営業用倉庫の建設とした農地法第５条の許可を当時の国から受けたものでございます。今回許可後の計画

変更といたしまして申請が上がった理由につきましては、平成３年当時におきましては、資料の15を見ていただけれ

ばと思うのですけれども、そちらの変更前と書かれた図面にございますように、ちょっと見づらいのですが、図面一

番左側のＡ棟と書かれたところからＥ棟まで、計５棟の建物を建設する予定でしたが、その許可後、平成３年12月の

許可後に起こったバブル崩壊などの景気後退の影響を受けまして、次のページにございます変更後①と書かれた図面

にありますように、実際はそちらの当初の予定だった変更前のＡ棟とＢ棟を１つの建物にして、コストの削減を図り、

また図面の一番下にありますＤ棟につきましては、現在においても建物を建てないまま現在に至っているという状況

でございます。今回その現在の状況を、一番最後、変更後②という図面にありますとおり、変更後①にありますＡ棟、

Ｂ棟、Ｃ棟を全て解体しまして、その敷地部分に新たな大規模な１棟の建物を建てることになっておりまして、それ

に伴いまして、トラックや従業員の駐車スペースがそちらに置けなくなるということから、図面下にございます、先

ほど説明したＤ棟の部分、現在何も建っていませんと言った部分を、現在更地になっておりますので、変更後②にご

ざいますとおり、トラック20台分プラス従業員用150台分の新たな駐車スペースとするために、計画変更の申請が提出

されたものでございます。内容を確認したところ、当初の目的達成が困難となったことにつきましては、事業計画者

の故意や重大な過失によるものではなく、また現況は既に非農地の状態となっており、計画を変更することにより周

辺農地に及ぼす影響もないと認められることから、農地法第51条第１項の規定による許可の取消し等を講ずる必要は

ないと判断しているものでございます。 

  ちなみに、本来であれば変更後①の図面にありますとおり、当初の計画、変更前の計画と違ったものを建てた時点

で計画変更の申請をする必要がございましたが、事業者の認識不足によりまして、その間の計画変更申請はしていな

いということでございます。 

  なお、対象面積が４ヘクタールを超える今回の案件につきましては、許可権者が久喜市ではなくて、埼玉県知事と

なることから、今回この計画変更が認められれば、総会後、許可相当という意見書をつけまして、埼玉県へ進達する

ことでございます。また、県の担当者とは事前に調整も済んでございます。 

  説明は以上でございます。 

〇会長（岩﨑長一君） ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明に関連をして質問をお受けいたします。よろしいですか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇会長（岩﨑長一君） 質問を打ち切ります。 

  討論に入ります。 
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  よろしいですか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇会長（岩﨑長一君） 採決に入ります。 

  それでは、農地法第51条第１項各号には相当しないものとして原案に賛成の農業委員の挙手を願います。 

               〔賛成者挙手（全員）〕 

〇会長（岩﨑長一君） 全員をもって原案のとおり可決決定をいたします。 

    ◎議案第９０号 

〇会長（岩﨑長一君） 続きまして、議案第90号 久喜市農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。 

  事務局に説明を求めます。 

  なお、菖125番から547番につきましては、議事参与の制限がございますので、これを除いて説明をいたさせます。 

  大内係長。 

〇係長（大内康範君） それでは、議案書の17ページ、御覧いただければと思います。今月はかなりの枚数ありますが、

今、会長から説明がございましたとおり、議事参与であります菖の125番から547番の案件を除きまして、新規案件に

ついて説明させていただきます。 

  なお、それを除くと全体で20件として今月は受けておりまして、新規案件は16件でございます。それでは、個別に

説明させていただきます。 

  まず初めが、申請書番号が久の71番でございます。利用権を設定する農地は、下早見地内の畑２筆、合計1,529平

米でございます。借手は太田袋在住の方、貸手は下早見在住の方となっております。設定する利用権は、使用貸借権

の設定でございまして、普通畑５年間を予定しているものでございます。 

  続きまして、申請書番号、久の73番及び74番につきましては、借手が農林公社のため一括してご説明させていただ

きます。利用権を設定する農地は、野久喜及び古久喜地内の畑６筆、合計4,467平米でございます。借手は、行田市に

あります公益社団法人埼玉県農林公社、貸手は野久喜在住の方ほか１名となっておりまして、農地中間管理事業の案

件でございます。設定する利用権は、賃貸借権の設定でございまして、普通畑６年間を予定しているものでございま

す。賃借料につきましては、反当7,000円となっております。 

  続きまして、申請書番号115番から117番及び、議案書の64ページになりますけれども、そちらの一番上、菖の548番

につきましては、借手が同じ方のため一括してご説明させていただきます。利用権を設定する農地は、菖蒲町菖蒲及

び三箇地内の田８筆、畑５筆、合計8,792平米でございます。借手は菖蒲町三箇在住の方、貸手は加須市在住の方ほか

３名でございます。設定する利用権は、使用貸借権の設定でございまして、水稲作付及び普通畑を３年もしくは５年

間予定しているものでございます。 

  続きまして、申請書番号が菖の118番、利用権を設定する農地は菖蒲町三箇地内の田２筆、合計1,486平米でござい

ます。借手は桶川市在住の方、貸手は下清久在住の方となっております。設定する利用権は、使用貸借権の設定でご

ざいまして、水稲作付10年間を予定しているものでございます。 

  続きまして、申請書番号が菖の119番、利用権を設定する農地は、菖蒲町小林地内の畑２筆、合計1,288平米でござ

います。借手、貸手の方とも菖蒲町小林在住の方となっております。設定する利用権は、使用貸借権の設定でござい

まして、普通畑10年間を予定しているものでございます。 

  続きまして、申請書番号が菖の120番、利用権を設定する農地は菖蒲町小林地内の畑４筆、合計2,485平米でござい

ます。借手は加須市在住の方、貸手は菖蒲町小林在住の方となっております。設定する利用権は、賃貸借権の設定で

ございまして、梨畑５年間を予定しているものでございます。賃借料は、全部で５万円ということでございます。 
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  続きまして、申請書番号、菖の121番、利用権を設定する農地は菖蒲町小林地内の田１筆、452平米でございます。

借手、貸手の方とも菖蒲町小林在住の方となっております。設定する利用権は、使用貸借権の設定で水稲作付５年間

を予定しているものでございます。 

  続きまして、申請書番号が菖の122番、利用権を設定する農地は菖蒲町小林地内の田３筆、合計962平米でございま

す。借手、貸手の方とも菖蒲町小林在住の方でございます。設定する利用権は、賃貸借権の設定でございまして、水

稲作付５年間を予定しているものでございます。賃借料は、全部で5,000円でございます。 

  続きまして、申請書番号、菖の123番、利用権を設定する農地は菖蒲町小林地内の畑４筆、合計2,227平米でござい

ます。借手は菖蒲町上大崎在住の方、貸手は菖蒲町小林在住の方となっております。設定する利用権は、賃貸借権の

設定でございまして、梨畑５年間を予定しているものでございます。賃借料は全部で４万5,000円ということでござい

ます。 

  続きまして、申請書番号、菖の124番、利用権を設定する農地は菖蒲町新堀地内の畑５筆、合計5,021平米でござい

ます。借手は菖蒲町菖蒲在住の方、貸手は菖蒲町新堀在住の方となっております。設定する利用権は、貸借権の設定

でございまして、梨畑20年間を予定しているものでございます。賃借料は、反当7,000円から３万円ということでござ

います。 

  続きまして、また議案書の64ページになります。ちょっと飛びますが、そちらの一番最後です、申請書番号が鷲の

21番、22番でございます。こちらは借手が同じ方のため、一括してご説明させていただきます。利用権を設定する農

地は八甫及び東大輪地内の田５筆、畑８筆、合計7,305平米でございます。借手は上川崎在住の方、貸手は八甫在住の

方ほか５名でございます。設定する利用権は、使用貸借権の設定でございまして、水稲作付及び普通畑を、鷲の21番

は５年間、22番は２年間を予定しているものでございます。 

  以上が議事参与分を除く今月の新規案件の説明となりまして、今月の利用権設定面積は、議事参与分を除き、新規、

再設定を合わせまして全体で62筆、面積が４万2,407平米でございます。 

  説明は以上でございます。 

〇会長（岩﨑長一君） ありがとうございました。 

  新規案件のものにつきましては、担当地区の推進委員さんより経営状況の報告をいただいておりますが、先月に引

き続き新型コロナウイルス感染防止のため、本日欠席をいただいておりますので、出席しておりませんので、全て事

務局よりお願いをいたします。なお、久喜の73番及び74番につきましては、農地中間管理事業に伴う埼玉県農林公社

への貸付けとなりますので、説明は省略をいたします。 

〇係長（大内康範君） それでは、順番に説明させていただきます。 

  まず初めが、また17ページに戻りまして、久の71番でございます。借手の方につきましては、現在水稲を114アー

ル、野菜を56アール耕作しており、全て良好に耕作管理されております。また、借手の方につきましては、地域との

関係もよく、現在は農家組合長をされておりまして、地域の中心となる担い手として営農活動されているという報告

を、今年度12月の総会のときに柿沼推進委員さんから報告をいただいておりまして、その後も状況は変わっていない

という報告を受けてございます。 

  続きまして、菖の115番から117番及び64ページの菖の548番でございます。借手の方につきましては、現在水稲及

び野菜を合計816アール耕作しており、全て良好に耕作管理されております。また、借手の方につきましては、先月も

新規案件でございましたが、今年度複数回にわたって新規の利用権設定を行っている方でございまして、担当地区の

青木豊推進委員さんから、農機具なども十分に備わっており、地域との関係もよく、地域の中心となる担い手として

営農活動をされているという報告を受けてございます。 
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  続きまして、申請書番号が菖の118番でございます。借手の方につきましては、桶川市にお住まいのため、桶川市

農業委員会へ経営状況等を確認したところ、現在水稲を950アール、野菜を135アール耕作しており、全て良好に耕作

管理されているという報告を受けてございます。また、借手の方につきましては市外の方でございますが、久喜市内

におきましても相当数の面積を耕作している方でございまして、積極的に営農活動を行っている方でございます。 

  続きまして、菖の119番でございます。借手の方につきましては、現在野菜を５アール耕作しており、全て良好に

耕作管理されてございます。また、今回の貸借につきましては、兄弟間での貸借でありまして、お兄さんが耕作でき

なくなった農地を弟さんが耕作するということでありますという報告を大塚推進委員さんのほうから受けてございま

す。 

  続きまして、申請書番号が菖の118番、借手の方につきましては、加須市にお住まいの方でございまして、今回初

めて利用権設定を市内で行うということで、議案書のほうにも耕作面積ゼロとなっております。ですので、先日事務

局のほうにて、ご本人さんに聞き取り調査を行いました。借手の方につきましては、もともと会社員をされていた方

ということでございまして、その後会社を辞めまして、農業大学校へ１年間通った後、埼玉県の園芸試験場にて働い

ていたということでございます。また、現在はＪＡ南彩から営農指導を受けているということでございまして、今回

借りる予定であります梨畑につきましては、その園芸試験場の勤めている際に埼玉県のほうから紹介されまして、４

年前から農作業を手伝っているということでございます。今回はそこを正式に利用権設定を設定し、借りることにな

ったということでございます。現在は、こちらの方はこの圃場以外は耕作しておりませんで、今後経営が安定すれば、

経営拡大も検討しているということでございます。年齢は59歳でございまして、市外在住の方ではございますが、今

後中心となる担い手として営農活動されていくのではないかと思われます。 

  続きまして、菖の121番でございます。借手の方につきましては、現在水稲とイチゴを中心に全体で680アール耕作

しており、全て良好に耕作管理されてございます。また、借手の方につきましては、以前、推進委員さんとして活動

されていた方でございまして、現在息子さんも専業農家として後を継いでいらっしゃるということでございます。ま

た、地域との関係もよく、地域の中心となる担い手として営農活動されている方であるという報告を柴崎推進委員さ

んのほうから受けてございます。 

  続きまして、菖の122番でございます。借手の方につきましては、現在水稲82アール、野菜を64アール耕作してお

り、全て良好に耕作管理されてございます。また、借手の方につきましては、高齢ではございますが、夫婦で農業を

されておりまして、地域との関係も良好であるという報告を、こちらも柴崎推進委員さんのほうから受けてございま

す。 

  続きまして、菖の123番でございます。借手の方については、現在梨を62アール耕作しており、全て良好に耕作管

理されてございます。また、借手の方につきましては、地域との関係も良好であり、地域の中心となる担い手として

営農活動されているということでございまして、今回利用権を設定するこちらの梨畑につきましては、以前より借手

の方が作業を手伝っていたものを今回正式に、先ほどの案件とちょっと似ていますが、借りるということで、利用権

設定をすることになったという報告を大澤推進委員さんのほうから受けてございます。 

  続きまして、菖の124番でございます。借手の方につきましては、昨年新規就農された方でございまして、今回こ

ちらの方も初めて利用権を設定するということでございましたので、今月の15日、会長と今回借りる圃場があります

新堀地区の稲生委員さんにお越しいただきまして、本人と面談をしていただいております。今回借手の方が借りる圃

場につきましては、菖蒲町新堀にあります元農業委員さんをされていた方の梨畑でございまして、約５反ほど借りる

ということでございます。また、借手の方につきましては、農業高校、農業大学校を卒業後、直近では熊本県のほう

の観光農園のほうで４年間、梨やミカン、柿などの栽培をしていたということでございます。今後につきましては、
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しばらく経済的に余り多くの所得を見込めないということでございまして、これから５年間につきましては、新規就

農者に対する補助金を活用するということでございます。また、農業経験も、先ほどご説明させていただいたように

ありまして、年齢も33歳とお若いことから、今後地域の中心となる担い手として営農活動をされていくのではないか

というふうに思われます。 

  最後です。最後は、また64ページ、鷲の21番及び22番の方でございます。借手の方につきましては、現在水稲1,093ア

ール、野菜を602アール耕作しており、全て良好に耕作管理されております。また、こちらの方は先月もたしか載って

いたと思いますが、借手の方は年齢も30代と若く、父親とともに地域の中心となる担い手として営農活動をされてい

る方という報告を鈴木推進委員さんのほうから受けてございます。 

  説明は以上でございます。 

〇会長（岩﨑長一君） ありがとうございました。 

  以上で新規案件の報告を終わります。 

  それでは、質問をお受けをいたします。よろしいですか。 

  蔵口委員。 

〇７番（蔵口哲夫君） どの案件というのではないのですけれども、今説明を受けた案件の中で、菖蒲の梨園が何かい

ろいろ大分譲渡されていますけれども、今何かこうそういう時期なのですか、梨園の。 

〇会長（岩﨑長一君）木村委員。 

〇13番（木村 実君） 今回の案件の梨園なのですが、もともと梨を熱心にやっておられた方がおりまして、周りの人

を指導するような立場だった、梨屋さんだったのです。本人も仕事ができなくなって、上大崎の人がその畑を借りた

のです、当初。そこへ今度は、県のほうの紹介で入ってこられて、作業を手伝っておられたのですけれども、今回正

規に借りる。だから、熱心にやっておられた梨屋さんの梨畑というのは、かなりの面積もありますし、非常にいい梨

も取れるような基礎といいますか、素地ができていますので、それを借りてうまく経営していこうということで、こ

このところで動いています。 

  それから最後の１件ですが、新規就農者の方、菖の124番ですか、これについてはどのぐらいその面積、５反ぐら

いというふうに説明されていましたけれども、１人でやるとすると５反というのはちょっと厳しいのかなという気が

するのが１つと、５年間補助金でもってどうにか生計を立てるということのようですが、前に私、新規就農者のこと

でちょっと問題視をした件がありまして、補助金、借入金をした場合、借入金の返済が始まったときにしかるべき収

入の当てがないと、借入金が返せないよということが発生するわけです。そのために、せっかく就農した人がまた離

農をして、サラリーマンなりなんなりになって、その借入金を返すといった事例がありましたので、そういうことの

ないようにケアをどのようにしていくかというのを考えていってあげないとかわいそうなのかなと思っています。現

にこの農業委員会からも稲生委員さんに参加していただいて、新規就農者のフォローをするということで、農政課と、

それから春日部農林振興センターと、あるいはまたＪＡとその辺でもってタッグを組んでフォローしていけばいいの

ではないかということで、農政課とも話してございます。まさしくもって、この菖の124番の案件について、私、今日

初めてというか、この資料を初めて見たのですが、労働力と売上げがどのぐらい見込めてという、その辺を注意深く

見てあげればいいのかなというふうに思っています。ただ、本当に梨というのは手間かかりますので、手間かかるの

で、その手間をうまく生み出すということと、補助金を借り入れた場合にはそれを返すというタイミングの何かこう、

何かが必要だろうなと思います。 

  以上です。 

〇会長（岩﨑長一君） 蔵口委員。 
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〇７番（蔵口哲夫君） 関連する質問なのですが、久喜市は梨でもいわゆるブランド製品の一つとして、今、県で１位

か２位ランクされているのですけれども、梨の栽培者のその共同組合とか、そういうのはあるのですか。 

〇13番（木村 実君） ありますよ。 

〇７番（蔵口哲夫君） いや、久喜を歩いていても、梨がご高齢で全然作業していないところがあちらこちらに見える

ので、そういうのもったいないなと思っているのですけれども、そういうのを梨のそういう共同組合で救ってあげる

とか、それからあと勧誘をするとか、せっかく梨の木がなっているのに、見るのは非常に悔しいね。 

〇13番（木村 実君） 年々減少していまして、ＪＡの梨の選果場というのが、菖蒲地区はグリーンセンターのほうに

あるのですが、組合員の数がもう50人を切っているのです。100人を切ったのが、４年前ぐらいかな。急速にというか、

急激に、高齢化ですよね、言わば。高齢化で維持できなくなっていると。また、今やられている人の中でも、若手と

いうのは何人もおらない。その若手でも、ある一定の面積以上はできないのです。そうすると、仮に空いてきても伐

採するしかないねという形になってしまうのだと思います。だから、今盛んにＪＡでも梨を作るための勉強会をやっ

ているのですが、なかなかその農家の後継ぎの勉強会であり、新規の梨を初めてやる、手伝ってくれるための人のた

めの勉強会でありというのをやっておられるのですけれども、実際借り受けて、今回のこの方みたいに、実際借りて

それをやると、やっていただけるという例は非常に、菖の120番ですか、本当にまれです。今回菖蒲で２件、120番と124番

が新規の就農者に近いと、の人というのは非常にありがたいのですが、非常にまれです。残念ながら、これからもま

だ年々高齢化が進みますので、減る可能性は大きいと思います。 

〇会長（岩﨑長一君） 杉田委員。 

〇２番（杉田孝行君） 今の話の件なのですけれども、今木村委員さんが言った、南彩管内では、県内でもトップの梨

の生産量、埼玉県で。その中でも、特に南彩も岩槻から菖蒲まで梨屋さんがおるのですけれども、一番若いのが春日

部ですか。次が、白岡、蓮田。久喜、菖蒲が一番の年配者が多いということなので、今回新規の方が今言ったとおり、

２人ほど増えたということですけれども。大体１人が管理できるのが、大体30アールぐらいかなというふうな辺りな

るのですけれども。それと同時にＪＡ南彩のほうでは、毎年元園芸試験場長をやった先生が南彩の嘱託で梨の技術を

教えているので、その年間のカリキュラムを組んで、その受講生が大体三、四十人来ているのですけれども、それで

梨をなるたけ減らさないようにしようということで、最近若い方、これからも出てくる方もおるのですけれども、菖

蒲も久喜も、若干その若い方が、組合には入らないけれども、独立して自分で梨経営として成り立つようにというの

で、経営をしているのが実態です。大体１人で販売するのは、幸水とかあきづき辺りです。１人百二、三十万上げて

いるかなという状況でございます。 

  以上です。 

〇会長（岩﨑長一君） それでは、打ち切ります。 

  直ちに採決に入ります。 

  それでは、菖の125番から547番を除き、農業経営基盤強化促進法第18条第３項の各要件を満たしているものとして、

原案に賛成の農業委員の挙手を願います。 

               〔賛成者挙手（全員）〕 

〇会長（岩﨑長一君） 全員をもって原案のとおり可決決定いたします。 

  次に、菖125番から547番に移ります。 

  なお、この案件及び次の議案でございます農用地利用配分計画の原案における菖の９番から304番については、農

業委員会等に関する法律第31条に規定する議事参与の制限により、私が暫時退席となりますので、その間の議事進行

については会長代理にお願いをしたいと思います。 
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  それでは、よろしくお願いいたします。 

               〔会長、会長代理と交代〕 

               〔19番 岩﨑長一君退席〕 

〇会長代理（木村信一君） では、代理で議事進行をしていきますので、よろしくお願いします。 

  菖の125番から547番について、事務局の大内係長、説明をお願いします。 

〇係長（大内康範君） それでは、説明させていただきます。 

  今回このすごい数の案件なのですが、申請書番号が、今会長代理からもありましたとおり、菖の125番から547番で

ございます。この案件につきましては、ご存じの方もいらっしゃるかと思うのですが、小林栢間の土地改良区が中心

となって取りまとめた大規模な集積案件でございます。借手の方が借りて、そちらが全て農林公社でございます。で

すので、一括してご説明させていただきます。 

  利用権を設定する農地は、菖蒲町小林地内を中心とした集積でございまして、全体では867筆、合計が166万6,828平

米ということで、約166ヘクタールということになると思います。借手は、行田市にあります公益社団法人埼玉県農林

公社、貸手は菖蒲町柴山枝郷在住の方ほか422名となっておりまして、農地中間管理事業の案件でございます。設定す

る利用権は、賃貸借の設定でございまして、水稲作付及び普通畑10年間を予定しているものでございます。賃借料に

つきましては、反当3,800円から１万300円ということでございます。 

  説明は以上でございます。 

〇会長代理（木村信一君） ありがとうございました。 

  農林公社の案件ですけれども、何か質問ございますか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇会長代理（木村信一君） では、なしの声がありますので、打ち切ります。 

  採決に入りたいと思います。 

  菖の125番から547番について、農業経営基盤強化促進法第18条第３項の各要件を満たしているものとして、原案に

賛成の方の挙手をお願いします。 

               〔賛成者挙手（全員）〕 

〇会長代理（木村信一君） では、全員をもって原案どおり可決決定をいたします。 

    ◎議案第９１号 

〇会長代理（木村信一君） 続きまして、議案第91号 久喜市農用地利用配分計画の原案についてを上程します。 

  なお、岩崎会長については、菖９番から304番の案件に伴う議事参与の制限により、引き続き退席をいただくように

なっております。 

  それでは、久の３番を除く議事参与に関わる議案については、事務局に説明をお願いします。 

  大内係長。 

〇係長（大内康範君） それでは、説明させていただきます。 

  議案書の66ページになります。今会長代理からご説明ございましたが、議事参与に関する案件を先にご説明させて

いただきます。番号でいいますと、菖の９番から304番までということで、久の３番以外ということでございます。内

容につきましては、今まさにお話ししていただいた、先ほどの農用地利用集積計画の決定についてでご説明させてい

ただいた、菖蒲町小林や栢間を中心とする集積の案件でございます。設定を受ける農地は田及び畑、先ほども説明し

ましたが、全体867筆、合計が166万6,828平米でございます。借手の方につきましては、先ほどは全体でたしか423の

方から農林公社への貸すという案件でしたが、今回借りる方が、要は農林公社から借りる方が、全体で案件としては296と
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いうことで、100以上減っているのかなと思います。設定する権利は、賃貸借権の設定でございまして、水稲作付もし

くは普通畑10年間でございまして、先ほどもご説明しましたが、賃借料につきましては、反当が一番安いところで3,800円

から一番高いところで１万300円でございます。 

  説明は以上でございます。 

〇会長代理（木村信一君） ありがとうございました。 

  何かこの案件に関してご質問ありますか。ないですか。 

〇７番（蔵口哲夫君） ちょっと１件。今この配分計画のほうの後ろのほうに、住所的に東京の人とか何か結構見られ

たのですが、いわゆる久喜市以外のかなりその離れている人があるのですが、耕作放棄地になる可能性はありません

か。 

〇会長代理（木村信一君） お願いします。 

〇係長（大内康範君） ここは、配分計画というものが、そもそも農業振興課から農業委員会に意見を求められている

という場所でございますので、農業振興課のほうに、最終的にはそのような意見をつけて回答させていただきたいと

思います。大丈夫だと思います。 

  以上です。 

〇会長代理（木村信一君） ありがとうございました。 

  ほかにご質問は。ないですか。よろしいですか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇会長代理（木村信一君） そしたら、菖の９番から304番までの採決をしたいと思います。 

  原案に対し異議なしの意見をつけることに賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

               〔賛成者挙手（全員）〕 

〇会長代理（木村信一君） 菖の９番から304番については、全員をもって原案に対し異議なしの意見をつけることに

決定いたします。 

  それでは、岩﨑会長の入室をお願いします。 

               〔19番 岩﨑長一君着席〕 

               〔会長代理、会長と交代〕 

〇会長（岩﨑長一君） それでは次に、久の３番に移ります。 

  事務局に説明をいたさせます。 

  大内係長。 

〇係長（大内康範君） それでは、ご説明させていただきます。 

  ページでいいますと、先ほどと同じ66ページでございます。一番上の案件でございます。久の３番。設定を受ける

農地は野久喜及び古久喜地内の畑６筆、合計4,467平米でございます。借手の法人につきましては、菖蒲町小林に事務

所を置くＪＡ南彩100％出資の法人でございます。現在の耕作面積は、水稲及び野菜を1,877アールで耕作してござい

ます。設定する権利は、賃貸借権の設定でございまして、普通畑６年間を予定しており、賃借料につきましては反当7,000円

でございます。 

  説明は以上でございます。 

〇会長（岩﨑長一君） ありがとうございました。 

  それでは、ただいまの説明に対しまして質問をお受けをいたします。 

               〔「なし」と言う人あり〕 
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〇会長（岩﨑長一君） 打ち切ります。 

  それでは、久３番の採決に入ります。 

  原案に対し異議なしの意見をつけることに賛成の農業委員の挙手を願います。 

               〔賛成者挙手（全員）〕 

〇会長（岩﨑長一君） 久３番につきましては、全員をもって原案に対し異議なしの意見をつけることに決定をいたし

ます。 

    ◎報告事項 

〇会長（岩﨑長一君） それでは、日程の第７、報告に入ります。 

  事務局に説明を求めます。 

  大内係長。 

〇係長（大内康範君） それでは、報告させていただきます。 

  まず初めが、議案書の119ページでございます。農地法第４条の届出でございます。今月は２件の農地法第４条の届

出を受理しておりまして、いずれも市街化区域内の届出でございます。 

  続きまして、議案書の121ページから124ページでございます。農地法第５条の届出でございます。今月は10件の農

地法第５条の届出を受理しておりまして、こちらにつきましても、いずれも市街化区域内の届出でございます。 

  続きまして、議案書の126ページでございます。こちらにつきましては、農地法第５条の許可取消しについてでござ

います。今月は農地法第５条許可の規定による許可の取消願が１件提出されてございます。こちらにつきましては、

平成30年７月に譲受人の資材置場兼駐車場として農地法第５条の許可を受けた案件でございますが、許可後、事業計

画の変更をしたいという申出がありまして、取消願が提出されたものでございます。 

  続きまして、議案書の128ページでございます。農地法第３条の許可申請取下についてでございます。今月は取下願

が１件提出されてございます。こちらにつきましては、農地法第３条許可申請書が提出されてございましたが、申請

受理後に申請者の都合によりまして取下願が提出されたものでございます。 

  続きまして、議案書の130ページでございます。農地法第３条の３の規定による届出でございます。今月は１件の届

出を受理しております。相続を原因とする届出でございます。 

  続きまして、議案書の132ページから144ページでございます。農地法第18条第６項の規定による通知についてでご

ざいます。今月は61件と大量の合意解約に係る通知が提出されてございますが、61件のうち58件につきましては、先

ほど説明させていただきましたが、利用権設定及び配分計画にてお諮りさせていただきました菖蒲町の大規模集積に

係る利用権設定の解約ということでございます。 

  続きまして、議案書の146ページでございます。時効取得を原因とする所有権移転の通知についてでございます。こ

ちらは、時効取得によります所有権移転登記に関する通知が、法務局から今月は２件届けられてございます。 

  説明は以上でございます。 

〇会長（岩﨑長一君） ただいま報告の説明がございました。 

  全体を通じまして何かご質問がございましたらお受けいたします。よろしいですか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

    ◎協議事項 

〇会長（岩﨑長一君） それでは、日程の第８、協議事項に入ります。 

  今月は、農業経営改善計画の認定に関しての意見照会がございました。 

  それでは、事務局から紹介事項等について、その内容の説明を求めます。 
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  大内係長。 

〇係長（大内康範君） それでは、本日お配りさせていただいております資料で、表面に農業経営改善計画申請者一覧

（資料）と書いてあるものを御覧いただければと思います。 

  こちらにつきましては、毎回説明させていただいておりますが、認定農業者を認定するに当たりまして、農業経営

者から市に対しまして、改善計画が提出されてございます。こちらを判断するに当たりまして、認定農業者にふさわ

しいか否か、農業委員会の意見を求められているものでございます。 

  １枚目の表面、そちらのほうにも書いてありますが、今月は樋ノ口在住の方と鴻巣市に事務所を置く法人から計２

件の改善計画が提出されてございます。まず初めに、１番目の方についてご説明させていただきます。 

  １枚めくっていただいて、１ページ目ということになりますが、資料にございますとおり、１番目の方につきまし

ては、現在の作付面積が68アールでございまして、目標とする営農類型は梨及び水稲による複合経営でございます。

今後は、面積や所得については現状を維持し、経営管理におきましてはＩＴ技術などの導入によりまして、さらなる

品質の向上を目指すということでございます。また、お子さんにつきましても、後継者として梨の生産に従事する予

定でございまして、品種の更新等によりまして経営の安定向上に努めたいということでございます。年齢は80歳でご

ざいます。 

  続きまして、２番目の案件でございます。２番目は、鴻巣市に事務所を置く法人でございます。こちらは、ちょっ

と皆さんに意見をお伺いしたいのですが、まず資料を見ていただきますと、現在の作付面積は1,868アール、目標とす

る営農類型は水稲及び野菜の複合経営でございまして、作付面積を全体で4,100アールまで拡大する計画となっており

ます。この法人につきましては、平成24年に設立された法人でございまして、現在、法人代表者及びその妻を中心に

経営をしているということでございます。事務所のある鴻巣市におきましては、既に法人として認定農業者になって

おりまして、今回その鴻巣市の更新、そちらの時期に合わせまして、ほかの農地を耕作している農地の久喜市、羽生

市、北本市におきまして、県を通して一括で認定農業者の申請を行ったということでございます。ちなみに、こちら

の法人、久喜市内では令和２年６月から、今年度、鴻巣市とのちょうど境界なのですけれども、そちらの付近に約1.8ヘ

クタールの農地を利用権設定にて借りてございます。ですが、こちらの資料にもつけたのですけれども、資料の後ろ

から２枚目になりますか、そちらのほうを見ていただくと分かるのですが、私がこの申請書を農業振興課から受け取

りまして、その後現地を確認したところ、そちらの約1.3ヘクタール、そちらの農地ではまだ作付はしておりませんで

した。耕うんもされていない状態で、一部はちょっと電化製品のようなものもその範囲内に捨てられておりました。

そのため、私のほうで法人代表者に連絡しまして、資料の今度一番最後のページです、次のページになるのですけれ

ども、そういう状態だということでお伝えしたところ、右上に是正後と一応書いてあるのですが、写真のような形で、

同じ場所からよくよく撮ったのですけれども、一応その草は刈っていただいて、その電化製品のようなものはすぐに

引き揚げていただいてございます。ただ、先ほども申しましたが、久喜市内ではここしか圃場がないので、今の段階

では久喜市内では耕作の実績はないということでございます。法人の代表者に、私のほうから確認させていただきま

したところ、今後は５月、大体今年の５月頃から大豆などをこちらの圃場で作付する予定ということでございまして、

一応耕作の方法としましては、圃場を耕さない不耕起栽培という形でやるということで考えているということをお聞

きしております。また、鴻巣市の農業委員会の事務局のほうにも確認をいたしまして、どういう法人かということを

確認しましたところ、一応、鴻巣市の農業委員会の事務局とはやり取りが頻繁にございまして、農業に真剣に取り組

んでいるという報告を鴻巣市の農業委員会からは受けてございます。ですので、鴻巣市ではもう認定されているとい

うことで、今回更新をするかしないかということと、今回のこちらの案件については、久喜市としてどちらの法人を

認定農業者として認定していいという意見を農業振興課に返すのか、それともちょっと久喜市で実績がないので、実
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績を立ててから、もう一回その久喜市については申請してくださいということで意見を返すのか、そこら辺をちょっ

とお諮りいただいて、もう一件もちろん樋ノ口の先ほどの案件もあるのですけれども、皆さんで話し合っていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  説明は以上です。 

〇13番（木村 実君） ちょっと１件、この認定農業者について。私もついこの12月に再認定を受けたのですが、土地

を、例えば私だったら白岡市と久喜市に土地があるわけで、その場合は県の許可になってしまうのです。県の許可に

なってしますので、これは複数の市にまたがっているので、もう県の許可にならざるを得ない。多分農林振興センタ

ーが動いているのだと思うのですけれども、実際は。そこでもって、各市町村それぞれの農業委員会なりなんなりに

意見を求めて、認定をそれぞれ形になると思うのですけれども。１か所だけこれ、例えば久喜市が実績がないのでと

いったところで、認定農業者にはなるのだよね。 

〇係長（大内康範君） １点だけ事務局から説明なのですけれども、そこは、この法人の代表者からも聞かれました。

県に対して一括で申請しているので、例えば久喜市が認定農業者にはちょっと、例えば向いていないとかという意見

を返すことによって、ほかの羽生、あと北本ですか、そちらも認定が受けられないのですかというお話を、そのやり

取りの中で受けたので、それは農業振興課の担当に確認をしたところ、仮に久喜市が駄目でも、羽生と北本で認定で

きるというふうに判断されれば、そちらはそれはそれで認定されるということでした。 

  以上です。 

〇会長（岩﨑長一君） 長谷川委員。 

〇11番（長谷川 勲君） 11番、長谷川ですけれども、これはうちから一番近いところだと思うのですけれども、二、

三年前までは冬場小麦作っていたのですけれども、今年は作っていませんし、結構草が生えて、たしか今は周りを一

回り耕うんしてあるだけで、あとは、そんな、耕作放棄地までいかないまでも、草が生えているような状態だと思い

ます。それと、それはそれでいいですけれども、借受け地だから、貸している人がいると思うのです。そこに小作料

なんか払われているのでしょうか。 

〇会長（岩﨑長一君） 大内係長。 

〇係長（大内康範君） 私も、その令和２年６月からの貸し借りが賃貸借なのか使用貸借なのか、ちょっとそこは確認

していないのですけれども、ただ、１つ法人の代表者の方が言っていたのは、令和２年のその６月に借りたのは、そ

の前の人がやっぱり耕作できなくなり、前の人が借りていたらしいのです。前の人が耕作できなくなって、その貸し

借りが、契約が終わる段階で引き継ぐという意味で、令和２年６月から耕作はできないのだけれども、契約を引き継

いだという流れで、結果的には令和２年６月から利用権設定をすることになったという説明は受けてございます。な

ので、推測ですけれども、その貸す側、土地の所有者の方とのトラブルとかというのはないのかなというふうに理解

しております。 

  以上です。 

〇11番（長谷川 勲君） 11番、長谷川です。現実にまだ借りて１年たっていないわけでございますし、耕作実態がな

いのだから、認定のほうは保留ということのほうがいいのではないでしょうか。私は思います。 

〇２番（杉田孝行君） ２番、杉田です。先ほど大内係長から説明で大豆の播種して、その実績があれば認めるという

ことでどうですか。お願いしたいと思います。 

〇会長（岩﨑長一君） ほかには。この書類と説明だけで、委員さんが判断するのは非常に難しいかと思いますから、

ここで多数決というわけにもまいらないので、そういうご意見が出ましたから、そのご意見のほうを優先して、ちょ

っと様子見ますか。状況、草の関係もございますし、誠意を見て、一定の期間置いて、その辺の状況が整えばまた。
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全く門前払いということではなくて、それを伝えていただいて。仕切り直しということでよろしいでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇会長（岩﨑長一君） 樋ノ口のほうはよろしいですか。 

               〔「はい」と言う人あり〕 

〇会長（岩﨑長一君） はい。 

  それでは、整理しますと、樋ノ口在住の方の改善計画、これにつきましては、賛成ということで。 

  それから、次の鴻巣に事務所を置く法人については保留という、状況を確認後、仕切り直しということで決定をい

たします。 

    ◎農政問題に対する質疑・応答 

〇会長（岩﨑長一君） 日程の第９、農政問題に入ります。 

  あらかじめ農政問題ということで予定をしていた事項はございませんが、農業委員の皆様から、これに関して何か

ございましたらお受けをいたします。よろしいですか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇会長（岩﨑長一君） それでは、打ち切らせていただきます。 

    ◎閉会の宣告     午後 ４時２２分 

〇会長（岩﨑長一君） 以上をもちまして本日は閉会といたします。 
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