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平成３０年度２月 所沢市農業委員会総会議事録 

 

 

開催日時  平成３１年２月２５日 午前９時３０分～１１時００分 

開催場所  所沢市役所５０２会議室 

議  案  議案第１号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について 

      議案第２号 農地法第３条の規定による地上権設定の許可申請について 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について 

議案第５号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について 

議案第６号 農用地利用集積計画の利用権設定の決定について 

 

出席委員  １番 池田 正巳   ２番 二上 英一  ３番 内野 喜昭 

      ４番 池田  稔   ５番 木下 信夫  ６番 斉藤 博之 

      ７番 川口  浩   ８番 西海 静夫  ９番 山田 茂美 

     １０番 野村 與志次 １１番 石井  進 １２番 田中 唯喜 

     １３番 本橋 与志喜 １５番 小林 澄子 １６番 福原 浩昭 

１７番 町田  健 

 

欠席委員 １４番 新井 祥穂 

 

 

農業委員会事務局の進行により開会。西海会長のあいさつの後、引き続き西海会長

が議長となり議事を進めた。 

 

 

議 長： 議事に入ります。 

      本日の総会の議事録署名委員に議席番号１２番 田中 唯喜委員、１５番 小 

林 澄子委員を指名いたします。 

 

 

１ 議案第１号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について 

 

議 長： 「議案第１号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について」、

事務局より説明をお願いします。 

事務局： 「議案第１号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について」、

ご説明いたします。 
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申請番号１番、所在地は三ケ島５丁目の２筆です。地目は、登記は畑、現

況は雑種地です。面積は２筆合計 1,935㎡です。申請事由は競売による落札

です。権利事由は売買による所有権移転です。なお、現況が雑種地となって

いることについては、受人より是正計画書が提出されております。 

以上の 1件です 

議 長： 申請番号１番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、現況は雑種地となっていました。受人より農地に

原状回復する旨の是正計画書が提出されており、農地法第３条第２項各号に

該当しないため、許可要件のすべてを満たすものと考えられます。審議の程

お願いします。 

議 長： 申請番号１番について、意見はありますか。 

 意見がないようですので、申請番号１番については許可としてよろしいで

しょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号１番については許可とします。 

 

 

２ 議案第２号 農地法第３条の規定による地上権設定の許可申請について 

 

議 長： 「議案第２号 農地法第３条の規定による地上権設定の許可申請について」、

事務局より説明をお願いします。 

事務局： 「議案第２号 農地法第３条の規定による地上権設定の許可申請について」、

ご説明いたします。 

申請番号１番、所在地は下富字駿河台です。地目は登記・現況ともに畑で

す。面積は 536.16 ㎡です。申請事由は営農型太陽光発電施設を設置するに

伴い、農地の上部空間を利用するものです。権利事由は地上権の設定です。 

     以上の１件です。 

議 長： 申請番号１番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適正に管理されております。営農条件に支障をき

たす恐れがないため、地上権の設定における許可要件を満たすものと考えら

れます。審議の程お願いします。 

議 長： 申請番号１番について、意見はありますか。 

 意見がないようですので、申請番号１番については許可としてよろしいで

しょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号１番については許可とします。 

 

 

３ 議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

 

議 長： 「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」、事務局よ

り説明をお願いします。 

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」、ご説明い



－ 3 － 

たします。 

申請番号１番、所在地は下安松字中原の２筆です。地目はいずれも登記・

現況ともに畑です。面積は２筆合計 560㎡です。用途は農家住宅です。農地

区分については、水道・下水道が整備され、概ね半径 500ｍ以内に公共施設

等が２つ以上あることから第３種農地と判断されます。申請事由は、申請地

に農家住宅を建築するものです。 

以上の１件です。 

議 長： 申請番号１番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり、

第３種農地と判断されます。農地転用に関する許可基準からみて、許可の要

件をすべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われます。審議の程

お願いします。 

議 長： 申請番号１番について、意見はありますか。 

 意見がないようですので、申請番号１番については許可相当としてよろし

いでしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号１番については許可相当とします。 

 

 

４ 議案第４号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について 

 

議 長： 「議案第４号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について」、

事務局より説明をお願いします。 

事務局： 「議案第４号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について」、

ご説明いたします。 

申請番号１番、所在地は荒幡字南谷ツです。地目は登記・現況ともに畑で

す。面積は 1,213㎡です。用途は幼稚園の園庭です。権利事由は売買による

所有権移転です。農地区分については、農地の一団性が 10ha 未満の第２種

農地と判断されます。申請事由は、申請地を買い受け、幼稚園の園庭を設置

するものです。 

申請番号２番、所在地は三ケ島５丁目です。地目は登記・現況ともに畑で

す。面積は 302㎡です。用途は資材置場です。権利事由は売買による所有権

移転です。農地区分については、水道・下水道が整備され、概ね半径 500ｍ

以内に公共施設等が２つ以上あることから第３種農地と判断されます。申請

事由は、申請地を買い受け資材置場及び駐車場を設置するものです。 

以上の２件です。 

議 長： 申請番号１番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり、

第２種農地と判断されます。農地転用に関する許可基準からみて、許可の要

件をすべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われます。審議の程

お願いします。 

議 長： 申請番号１番について、意見はありますか。 

 意見がないようですので、申請番号１番については許可相当としてよろし
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いでしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号１番については許可相当とします。 

申請番号２番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり、

第３種農地と判断されます。農地転用に関する許可基準からみて、許可の要

件をすべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われます。審議の程

お願いします。 

議 長： 申請番号２番について、意見はありますか。 

 意見がないようですので、申請番号２番については許可相当としてよろし

いでしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号２番については許可相当とします。 

 

 

５ 議案第５号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について 

 

議 長： 「議案第５号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について」、

事務局より説明をお願いします。 

事務局： 「議案第５号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について」、

ご説明いたします。 

申請番号１番、所在地は下富字駿河台です。地目は登記・現況ともに畑で

す。面積は 0.43 ㎡です。用途は営農型太陽光発電施設です。権利事由は賃

借権の設定です。農地区分については、農地の一団性が 10ha 以上の第１種

農地と判断されます。申請事由は申請地を借り受け、営農型太陽光発電施設

を設置するため、１０年間一時転用するものです。 

申請番号２番、所在地は三ケ島２丁目です。地目は登記・現況ともに畑

です。面積は 222 ㎡です。用途は自己住宅です。権利事由は使用貸借権の

設定です。農地区分については、農地の一団性が 10ha未満の第２種農地と

判断されます。申請事由は、申請地を借り受け、自己住宅を建築するもの

です。 

申請番号３番、所在地は三ケ島５丁目の５筆です。地目はいずれも登記・

現況ともに畑です。面積は５筆合計 2,642 ㎡です。用途は農産物加工施設

です。権利事由は使用貸借権の設定です。農地区分については、道路に面

している部分は、水道・下水道が整備され、概ね半径 500ｍ以内に公共施設

等が２つ以上あることから第３種農地と判断され、道路に面していない部

分は、農地の一団性が 10ｈa 以上の第１種農地と判断されます。申請事由

は、申請地を借り受け、抹茶工場を設置するものです。 

申請番号４番、所在地は三ケ島４丁目です。地目は登記・現況ともに畑

です。面積は 1,954 ㎡です。用途は駐車場です。権利事由は賃借権の設定

です。農地区分については、水道・下水道が整備され、概ね半径 500ｍ以内

に公共施設等が２つ以上あることから第３種農地と判断されます。申請事

由は申請地を借り受け、店舗改修工事に伴う工事車両の駐車場として６ヶ 
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月間一時転用し、使用するものです 

以上の４件です。 

議 長： 申請番号１番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり、

第１種農地と判断されます。農地転用に関する許可基準からみて、許可の要

件をすべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われます。審議の程

お願いします。 

議 長： 申請番号１番について、意見はありますか。 

 意見がないようですので、申請番号１番については許可相当としてよろし

いでしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号１番については許可相当とします。 

 申請番号２番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員：  現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり、

第２種農地と判断されます。農地転用に関する許可基準からみて、許可の要

件をすべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われます。審議の程

お願いします。 

議 長： 申請番号２番について、意見はありますか。 

 意見がないようですので、申請番号２番については許可相当としてよろし

いでしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号２番については許可相当とします。  

 申請番号３番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員：  現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり、

第１種農地及び第３種農地と判断されます。農地転用に関する許可基準から

みて、許可の要件をすべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われ

ます。審議の程お願いします。 

議 長： 申請番号３番について、意見はありますか。 

 意見がないようですので、申請番号３番については許可相当としてよろし

いでしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号３番については許可相当とします。  

 申請番号４番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員：  現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり、

第３種農地と判断されます。農地転用に関する許可基準からみて、許可の要

件をすべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われます。審議の程

お願いします。 

議 長： 申請番号４番について、意見はありますか。 

 意見がないようですので、申請番号４番については許可相当としてよろし

いでしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号４番については許可相当とします。 
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６ 議案第６号 農用地利用集積計画の利用権設定の決定について 

 

議 長： 「議案第６号 農用地利用集積計画の利用権設定の決定について」、事務

局より説明をお願いします。 

事務局： 「議案第６号 農用地利用集積計画の利用権設定の決定について」、ご説

明いたします。 

申請番号１番、所在地は北野２丁目の２筆です。現況地目はいずれも畑で

す。面積は２筆合計 2,200㎡です。以前からの賃貸借契約を更新するもので、

契約期間は平成３１年３月１日から平成３６年２月２８日までの５年間です。 

申請番号２番、所在地は下富字辨天の１筆と神米金字月見崎の２筆と神米

金字中台の１筆です。現況地目はいずれも畑です。面積は４筆合計 5,864㎡

です。以前からの使用貸借契約を更新するもので、契約期間は平成３１年３

月１日から平成３４年２月２８日までの３年間です。 

以上の２件です。 

議 長： 申請番号１番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。特に問題はないと思

われます。審議の程お願いします。 

議 長： 申請番号１番について、意見はありますか。 

 意見がないようですので、申請番号１番については決定としてよろしいで

しょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号１番については決定とします。 

     申請番号２番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。特に問題はないと思

われます。審議の程お願いします。 

議 長： 申請番号２番について、意見はありますか。 

 意見がないようですので、申請番号２番については決定としてよろしいで

しょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号２番については決定とします。 

 

 

７ 報告事項について 

 

議 長： 報告事項について事務局より説明をお願いします。 

事務局： 報告事項についてご説明いたします。 

「報告事項１ 農地法第４条の規定による届出について」は、６件の届出

がありました。 

「報告事項２ 農地法第５条の規定による所有権移転の届出について」は、

７件の届出がありました。 

       「報告事項３ 農地法第３条の３第１項による所有権移転の届出につい

て」は、３件の届出がありました。 



－ 7 － 

「報告事項４ 納税猶予に関する適格者証明について」は、１件の証明を

しました。 

「報告事項５ 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明願について」は、

１件の証明をしました。 

以上です。 

 

議 長： 以上で、すべての議事を終了します。 

 

池田会長職務代理者により閉会した。 


