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さくら市農業委員会総会議事録（令和３年１０月定例総会）

１．開催日時 令和３年１０月２５日（月）午後１時３０分から午後２時５５分

２．開催場所 さくら市女性アグリセンター

３．出席委員（１７人）

会長 １８番 齋藤 敏一

会長職務代理者 １９番 石田 多美子

委員 ２番 古澤 一郎

５番 伊藤 喜章

６番 片岡 純雄

７番 小菅 和彦

８番 小林 薫

９番 大谷 伸二

１０番 加藤 幸治

１１番 関 誠

１２番 千野根 友治

１３番 柴山 昇

１４番 石原 功江

１５番 石塚 良男

１６番 小林 義和

１７番 七久保 勉

２０番 手塚 智枝子

４．欠席委員（１人）

委員 ３番 小林 功

５．議事日程

第１ 議事録署名委員の指名

第２ 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申請について

議案第４号 農用地利用集積計画の決定及び農用地利用配分計画に係る意見

について

報告第１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２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書について
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６．農業委員会事務局職員

事務局長 野中 剛

係長 大山 昌良

主査 檜原 史郎

主事補 大野 まりか

７．会議

事務局

会長

事務局

野中

齋藤

野中

定刻になりました。

本日の出席委員は１７名で、欠席委員は３番小林功委員１名で

あり、定足数に達しておりますので総会は成立いたします。

それでは、会長よりごあいさつ並びに開会宣言をお願いいたし

ます。

皆さんこんにちは。急に寒くなってしまって体調管理も大変と

いうそんな日々だと思うんですがそんな中本日は大変ありがとう

ございます。先月の総会で皆さんに熱心にご議論いただいた農振

除外の案件なんですけども農振の会議の時に会議に先立って出席

者で内容を検討しまして意見書という形で提出し、読み上げてい

ただきました。私たちの誠意はしっかり伝わったものと思ってお

ります。それに加えて皆さんに一言お伝えしておきたいんですが、

先月の総会では聞いていないという流れになってしまったんです

が後になってよくよく考えてみますと私のように農業委員を続け

ている委員は２～３回は変更について聞いているはずのようで

す。ただやはり変更があったという報告にとどまっていたのであ

ろうと思われるし、また、そのあと２年間ぐらいそれに関連する

ような案件がなかったので私も含めて聞いてなかったということ

になってしまったんだと思います。教訓とすべきは重要な変更が

あった時には単に報告的なことではなく頭に残るような形で周知

徹底することが大切なんだと思いました。それから、２～３日前

の新聞等でずいぶん取り上げられたので気になっていたと思うん

ですけど農水省が作った農地ナビなんですけど会計検査院で農水

省は無駄遣いをしたということで指摘されているようです。

それではただ今からさくら市農業委員会１０月定例総会を開会

いたします。

それでは、さくら市農業委員会総会規則第５条の規定により、

会長に議事の進行をお願いいたします。
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議長

２番

議長

７番

議長

１７番

議長

６番

議長

齋藤

古澤

齋藤

小菅

齋藤

七久保

齋藤

片岡

齋藤

それでは、会議に先立ちまして、本日、書類審査及び現地調査

を行っておりますので、各調査会より報告をお願いいたします。

はじめに、第１調査会の委員長からお願いいたします。

本日午前１０時より全員出席のもと書類および現地調査を行い

ました。案件として議案第２号が１件です。後ほど担当委員より

説明がありますのでご審議のほどよろしくお願いいたします。

次に、第２調査会委員長の報告を求めます。

本日午前９時３０分より１名欠席のもと書類および現地調査を

行いました。案件といたしましては議案第３号１０件でございま

す。後ほど担当委員から詳細な説明がありますのでご審議のほど

よろしくお願いします。

次に、第３調査会委員長の報告を求めます。

本日午前１０時より全員出席のもと書類および現地調査を行い

ました。案件として議案第１号１件、議案第２号２件、議案第３

号６件の合計９件であります。詳細につきましては後ほど担当委

員より説明がありますのでご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

次に、第４調査会委員長の報告を求めます。

本日午前９時２０分より全員出席のもと書類および調査会を行

いました。案件といたしまして議案第１号１件です。詳細につき

ましては後ほど担当委員より説明がありますのでご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

それでは、議事に入る前に、議事録署名人を指名いたします。

１７番の七久保勉委員、２０番の手塚智枝子委員を指名いたし

ます。

それでは、議事に入ります。

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

議題に供します。

番号１番について事務局の説明を求めます。
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事務局

議長

９番

議長

議長

議長

事務局

議長

大野

齋藤

大谷

齋藤

齋藤

齋藤

大野

齋藤

（議案第１号番号１番について、朗読して説明する。）

この件につきましては、全部効率要件、農作業常時従事要件、

下限面積要件、地域調和要件等、許可要件を満たしており、許可

相当と判断いたします。

以上です。

それでは、担当委員の説明をお願いいたします。

案内図１－１をご覧ください。（申請の場所を説明する。）

詳細につきましては事務局の説明のとおりで、譲渡人から譲受

人に所有権を移転するという案件になります。今月の２０日に地

元推進委員と、また、本日調査会におきまして現地調査をしてお

ります。問題ないかと思いますのでご審議のほどよろしくお願い

いたします。

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第１号 番号１番について、承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第１号番号１番については、原案どお

り承認されました。

続きまして、議案第１号番号２番について事務局の説明を求め

ます。

（議案第１号番号２番について、朗読して説明する。）

この件につきましては、全部効率要件、農作業常時従事要件、

下限面積要件、地域調和要件等、許可要件を満たしており、許可

相当と判断いたします。

以上です。

それでは、担当委員の説明をお願いいたします。
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１０番

議長

議長

議長

事務局

議長

１２番

加藤

齋藤

齋藤

齋藤

檜原

齋藤

千野根

案内図１－２をご覧ください。（申請の場所を説明する。）

この案件は譲渡人が今後農地を維持していくのが困難であると

いうことで父親の実家である譲受人に贈与したいということで

す。また、譲受人は経営規模拡大のためということであります。

１０月１６日に地元推進委員と現地調査を行い、本日は調査会に

おきまして申請内容を確認したうえで現地調査を行いましたが問

題ないと判断しております。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第１号番号２番について、承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第１号番号２番については、原案どお

り承認されました。

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」を議題に供します。

番号１番について、事務局の説明を求めます。

（議案第２号番号１番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は農地の集団的広がりが約５.２ｈａで農業公

共投資の対象となっていない土地ですので第２種農地と判断し、

土地の選定経過書等により代替性の確認もとれておりますので申

請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。

以上です。

それでは、担当委員の説明をお願いいたします。

案内図２－１をご覧ください。（申請の場所を説明する。）

この案件は、申請人が廃車置き場として使用する案件です。
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議長

議長

議長

事務局

齋藤

齋藤

齋藤

檜原

転用行為の必要性ですが、現在家族３人で自動車修理工場を営

んでおり、業務に関連して車を廃車した場合にその置場に苦慮し

ておりますので今回の申請地を転用して廃車置き場として利用し

事業を円滑に運営していくためです。

土地の選定理由ですが、申請地は、現在の修理工場と同じ地域

内にあり県道沿いに位置し搬入がしやすいこと、必要な面積が確

保できることから最適地と考え選定しました。

土地利用計画ですが、廃車置場用地、運搬車の通路等として利

用いたします。取水排水はありません。雨水処理については敷地

内浸透処理を計画しております。現在整地されており始末書が添

付されております。

資金計画ですが、現状のまま利用しますので資金はかかりませ

ん。

周辺農地への被害防除対策ですが、北側が水路、東側が県道、

南側と西側は農地ですが、廃車を置く位置を２メートル以上離す

ように使用いたしますので、日照・通風等に影響はありません。

今月２０日に地元の最適化推進委員と、また、本日の調査会に

おきまして申請の内容を確認したうえで現地調査を行いましたが

問題ないと判断しております。以上のような状況でございます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第２号 番号１番について承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第２号番号１番については、原案どお

り承認されました。

続きまして、議案第２号番号２番について、事務局の説明を求

めます。

（議案第２号番号２番について、朗読して説明する。）
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議長

９番

議長

齋藤

大谷

齋藤

なお、農地区分は農地の集団的広がりが約１.６ｈａで農業公

共投資の対象となっていない土地ですので第２種農地と判断し、

土地の選定経過書等により代替性の確認もとれておりますので申

請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。

以上です。

それでは、担当委員の説明をお願いいたします。

案内図２－２をご覧ください。（申請の場所を説明する。）

申請地は周囲を東が雑種地、南・西・北側が田となっておりま

す。申請は太陽光発電事業を営んでいる○○さんが当該地とこの

あと５条転用申請で審議される場所を合わせた土地を太陽光発電

設備として転用する案件です。申請地は日当たりがよく事業の採

算性を考慮すると発電パネル３００枚程度が必要となり、そのた

めに１３１０㎡が必要で、このあと５条転用申請で審議される場

所を合わせて太陽光発電にしたいという形です。形状も東西に長

形であり周辺が太陽光発電設備敷地となっておりますので当該地

を選定したという形であります。

土地の利用計画につきましては、面積が１３１０㎡、太陽光パ

ネル３００枚、発電量は４９．５キロワット、年間１１万弱を確

保しようとするものです。雨水については敷地内浸透とし、その

他の排水はありません。

資金計画ですが、用地取得費１５０万円、その他工事費合わせ

まして１２００万円を予定しており、全額自己資金で賄うことと

しております。

周辺農地への被害防除対策としては、周囲に高さ１．５メート

ルのフェンスを設置し、パネル高さ１．１メートル、境界から１

メートル離れて設置することで農地への影響がないように対策を

しますということです。今月の２０日に地元推進委員と、合わせ

て本日の調査会におきまして内容の確認をし、現地調査をしたと

ころ問題ないと判断しとります。以上のような状況ですのでご審

議のほどよろしくお願いいたします。

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。

【異議なしの声あり】
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議長

議長

事務局

議長

１５番

議長

齋藤

齋藤

檜原

齋藤

石塚

齋藤

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第２号 番号２番について承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第２号番号２番については、原案どお

り承認されました。

続きまして、議案第２号番号３番について、事務局の説明を求

めます。

（議案第２号番号３番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は農地の集団的広がりが１０ｈａ以上の農地の

区域内にありますので第１種農地と判断しますが、不許可の例外

「既存施設の拡張（既存施設面積の２分の１以下）」であり申請

の内容は許可基準に適合しているものと判断します。

以上です。

それでは、担当委員の説明をお願いいたします。

案内図２－３をご覧ください。（申請の場所を説明する。）

本申請は自宅敷地内の農地を駐車場に転用する案件でございま

す。申請者の○○さんは次女夫婦との同居が決まり２世帯住宅の

建築にとりかかりましたが、同居開始後の２自家用車の駐車スペ

ースの確保が必要なため今回の申請に至りました。

計画によりますと敷地内は全面砂利を敷き自家用車６台分の駐

車スペースを確保しようとするものでございます。なお、この事

業に伴う取水排水はありません。雨水は敷地内自然浸透といたし

ます。

資金計画につきましては、総事業費４０万円はすべて自己資金

で実施いたします。残高証明書が添付されております。

周辺農地への影響ですが、２３日に地元推進委員と、また、本

日の調査会におきまして申請の内容を確認したうえで現地を調査

しましたが問題ないと判断しております。以上のような状況でご

ざいます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。
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議長

議長

事務局

議長

７番

齋藤

齋藤

檜原

齋藤

小菅

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第２号 番号３番について承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第２号番号３番については、原案どお

り承認されました。

次に、議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」を議題に供します。

番号１番から番号５番の５件については、いずれの件も上阿久

津台地土地区画整理事業地内における所有権移転のための転用案

件でありますので、一括審議とさせていただきます。

では、議案第３号番号１番から番号５番について、事務局の説

明を求めます。

（議案第３号番号１番から５番について、朗読して説明す

る。）

なお、農地区分はいずれも土地区画整理事業施行地内でありま

すので、第３種農地と判断し申請の内容は許可基準に適合してい

るものと判断します。

以上です。

それでは、担当委員の説明をお願いいたします。

本５案件は上阿久津台地土地区画整理事業地内のため場所の説

明は省略させていただきます。

本案件はいずれも譲渡人が建売分譲を目的として農地法第５条

の規定による許可を受けた土地でございます。今回の案件は譲渡

人から建売住宅の購入を予定している譲受人へ所有権移転のため

の案件であります。許可することは問題なしと判断いたしており

ます。今月１７日に地区担当の小林功委員と地元推進委員で現地

の確認をされております。また、本日の調査会におきましても現

地を確認しております。以上のような状況でございます。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。
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議長

議長

議長

事務局

議長

１６番

齋藤

齋藤

齋藤

檜原

齋藤

小林

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第３号番号１番から番号５番について承認される方の挙手

を求めます。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第３号番号１番から番号５番について

は、原案どおり承認されました。

続きまして、議案第３号番号６番について、事務局の説明を求

めます。

（議案第３号番号６番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は農振農用地でありますが不許可の例外「農用

地利用計画に指定された用途」であり、申請の内容は許可基準に

適合しているものと判断します。

以上です。

それでは、担当委員の説明をお願いいたします。

案内図３－６をご覧ください。（申請の場所を説明する。）

本申請は○○氏が母△△さんより贈与、一部奥さんの□□さん

より使用貸借により権利を移転し農業倉庫として転用する案件で

ございます。

転用行為の必要性といたしましては、規模の大きな畜産業を営

んでおり申請地は平成１７年ごろより牧草を保管する倉庫として

利用しておりました。このたび贈与による所有権移転を登記しよ

うと思い調査したところ、当地が農地であったことが判明したた

め今回の申請に至りました。

土地選定の理由としましては、現在利用している土地ですので

選定いたしました。

利用計画としまして、転用面積が６９２㎡、家農業用倉庫３７

５㎡、雨水の処理は敷地内浸透処理、倉庫として利用するため取
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議長

議長

議長

事務局

議長

１２番

齋藤

齋藤

齋藤

檜原

齋藤

千野根

水排水計画はありません。

資金計画は、現在利用のためありません。

周辺農地への被害防除対策としまして、東が道路、西が畑、南

が宅地、北が畑ですが現状利用の継続のため影響はありません。

この申請につきましては始末書が添付されております。

１０月２０日の農地利用最適化推進委員同行のもと現地調査、

２００７年にアパートを建てましたが、今回一身上の都合により

本日の調査会におきまして申請の内容を確認したうえで現地を調

査してまいりましたが問題ないと判断しております。以上のよう

な状況でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第３号番号６番について承認される方の挙手を求めます。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第３号番号６番については、原案どお

り承認されました。

続きまして、議案第３号番号７番について、事務局の説明を求

めます。

（議案第３号番号７番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は農地の集団的広がりが１０ｈａ以上の農地の

区域内にありますので第１種農地と判断しますが、不許可の例外

「農業用施設」であり申請の内容は許可基準に適合しているもの

と判断します。

以上です。

それでは、担当委員の説明をお願いいたします。

案内図３－７をご覧ください。（申請の場所を説明する。）

この案件は親から子に倉庫として使用貸借する案件です。

転用行為の必要性ですが、今後の農業経営を継続するためにも
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議長

議長

議長

事務局

齋藤

齋藤

齋藤

檜原

農機具及び水稲栽培用設備の導入が増え、保管場所の減少により

倉庫が必要になるためです。

土地の選定理由ですが、使用に対して最適な場所であり、住宅

の前にあるため農機具等の盗難防止にもつながるためです。

土地利用計画ですが、農業倉庫１階建てで床面積が６８．３３

㎡、取水排水は必要がありません。雨水処理については敷地内に

て浸透処理いたします。

資金計画ですが、本体工事、基礎工事合わせまして２２９万円

で全額自己資金にて賄います。残高証明書も添付されておりま

す。

周辺農地への被害防除対策ですが、東側・北側は宅地、西側は

田、南側は畑です。倉庫の周りには浸透性をよくするよう十分注

意いたします。２０日に地元最適化推進委員と本日の調査会にお

きまして申請の内容を確認したうえで現地調査を行いましたが問

題ないと判断しております。以上のような状況ですのでご審議の

ほどよろしくお願いいたします。

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第３号番号７番について承認される方の挙手を求めます。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第３号番号７番については、原案どお

り承認されました。

続きまして、議案第３号番号８番について、事務局の説明を求

めます。

（議案第３号番号８番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は土地区画整理事業施行地内でありますので第

３種農地と判断し、申請の内容は許可基準に適合しているものと

判断します。

以上です。
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議長

７番

議長

議長

議長

齋藤

小菅

齋藤

齋藤

齋藤

それでは、担当委員の説明をお願いいたします。

この案件は上阿久津台地土地区画整理事業地内でございますの

で場所の説明は省略させていただきます。

譲受人の○○はさくら市内でも宅地分譲の実績のある法人でご

ざいます。今回計画している当地においても区画整理事業の実施

されている地域で今後宅地化の進む住宅販売に適した土地であり

周辺の活性化にもつながるとの思いから計画の実行に至りまし

た。

土地の選定理由は、当地はさくら市南西部における区画整理事

業が行われている土地であり、将来性のあるこの地域でかねてよ

り住宅販売を計画していましたところ土地所有者からの協力が得

られたためこの土地を選定いたしました。

土地利用計画ですが、宅地２区画を計画しております。東西の

既存道路からそれぞれに乗り入れを計画しております。外周はコ

ンクリートブロックにて区画界とし、近隣へ被害を及ぼさないよ

うにいたします。し尿及び生活雑排水は公共下水道に放流しま

す。雨水は敷地内浸透により処理いたします。給水計画はさくら

市事業水道管から取水いたします。

資金計画ですが、用地費、建築費、造成費、諸経費を合わせま

して計４１３０万円を全額自己資金にて賄います。

今月１７日に地区担当の小林功委員と地元推進委員で現地の確

認をされております。また、本日の調査会におきましても申請の

内容を精査したうえで現地確認を行いましたが問題はないと判断

しております。皆様のご審議のほどよろしくお願いいたします。

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第３号番号８番について承認される方の挙手を求めます。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第３号番号８番については、原案どお

り承認されました。
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事務局

議長

７番

議長

檜原

齋藤

小菅

齋藤

続きまして、議案第３号番号９番について、事務局の説明を求

めます。

（議案第３号番号９番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は土地区画整理事業施行地内でありますので第

３種農地と判断し、申請の内容は許可基準に適合しているものと

判断します。

以上です。

それでは、担当委員の説明をお願いいたします。

この案件は上阿久津台地土地区画整理事業地内でございますの

で場所の説明は省略させていただきます。

この案件は、譲渡人の○○さんから譲受人の△△株式会社へ売

買による所有権移転の案件でございます。今回計画している当地

においても今後宅地化の進む住宅販売に適した土地であり周辺の

活性化にもつながるとの思いから計画の実行に至りました。

土地の選定理由ですが、将来性のあるこの地でかねてより住宅

販売を計画していましたところ、土地所有者からの協力が得られ

たためこの土地を選定いたしました。

土地利用計画ですが、宅地３区画を計画しております。東西の

既存道路からそれぞれ乗り入れを予定しております。外周はコン

クリートブロックにて区画界とし、近隣へ被害を及ぼさないよう

にいたします。し尿及び生活雑排水は公共下水道に放流します。

雨水は敷地内浸透により処理いたします。給水計画はさくら市事

業水道管から取水いたします。

資金計画ですが、用地費、建築費、造成費、諸経費を合わせま

して計６１５０万円を全額自己資金にて賄います。

今月１７日に地区担当の小林功委員と地元推進委員で現地の確

認をされ、本日の調査会においても現地を確認してまいりました

が特に問題はないと考えております。皆様のご審議のほどよろし

くお願いいたします。

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。

【異議なしの声あり】
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議長

議長

事務局

議長

７番

齋藤

齋藤

檜原

齋藤

小菅

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第３号番号９番について承認される方の挙手を求めます。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第３号番号９番については、原案どお

り承認されました。

続きまして、議案第３号番号１０番について、事務局の説明を

求めます。

（議案第３号番号１０番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は土地区画整理事業施行地内でありますので第

３種農地と判断し、申請の内容は許可基準に適合しているものと

判断します。

以上です。

それでは、担当委員の説明をお願いいたします。

この案件は上阿久津台地土地区画整理事業地内でございますの

で場所の説明は省略させていただきます。

この案件は、譲渡人○○様から譲受人△△様への売買による所

有権移転の案件でございます。

転用行為の必要性ですが、譲渡人は老齢で農業を営むことがで

きなくなったことと老後のための資金を得るために申請地を売却

する必要があります。

土地の選定理由ですが、申請地は譲受人の職場からも近く、住

環境にも優れており、面積も新居を構えるにはちょうど良い面積

であるためこの土地を選定いたしました。

土地利用計画ですが、一般住宅平屋建て一棟、駐車場３台を予

定しております。取水排水はさくら市上水道、下水道を使用しま

す。雨水は宅地内にて浸透処理いたします。

資金計画ですが、用地取得費、地盤改良費、建築費、事務費

等、合計で３９００万円になります。すべて借入金で賄うという

ことでございます。

周辺農地への被害防除対策は、東が道路、西が雑種地、北が宅

地、南が宅地でございます。隣接地に農地等はなく、周辺農地へ

の影響はありませんが転用に際しては十分に注意するということ

でございます。
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議長

議長

議長

事務局

議長

７番

齋藤

齋藤

齋藤

檜原

齋藤

小菅

今月１７日に地区担当の小林功委員と地元推進委員で現地の確

認をされ、本日の調査会においても現地を確認してまいりました

が特に問題はないと考えております。皆様のご審議のほどよろし

くお願いいたします。

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第３号番号１０番について承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第３号番号１０番については、原案ど

おり承認されました。

続きまして、議案第３号番号１１番について、事務局の説明を

求めます。

（議案第３号番号１１番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は都市計画法の用途地域（第一種中高層住居専

用地域）でありますので第３種農地と判断し、申請の内容は許可

基準に適合しているものと判断します。

以上です。

それでは、担当委員の説明をお願いいたします。

案内図３－１１をご覧ください。（申請の場所を説明する。）

この案件は、譲渡人○○さんから譲受人△△さんが使用貸借に

よって土地を借り入れ、障がい者グループホームを建てる案件で

ございます。

転用行為の必要性ですが、近年、社会的弱者を支援する必要性

が高まっておりますが、自分でも何か役に立つことができないも

のかと常々考え障がい者を支援するグループホームの開設を計画

しました。小規模すぎるとスタッフの確保が難しくなるため利用

者２０人程度の２階建てを１棟、１０人程度の平屋建てを１棟、
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議長

議長

議長

事務局

齋藤

齋藤

齋藤

檜原

駐車場設置を計画しましたが、その規模を賄う広さの土地を所有

していないため母が所有する土地の一部を使用貸借することを提

案され検討を重ねた結果、当地を選定しました。また、当該地は

さくら市市街地に存在し１００メートルほど西には県道大田原氏

家線があり国道４号線へのアクセスも良いため、また、生活に必

要な商品をそろえる店も近隣にあり計画施設を運営するにあたり

便利な土地であります。

土地利用計画ですが、建築物は障がい者グループホーム２階建

て建築面積２８８．６４㎡及び平屋建て建築面積２６４．９９

㎡、給水はさくら市上水道より給水。汚水雑排水は公共下水道へ

接続。雨水の処理は浸透槽を設置する計画でございます。

周辺農地への被害防除対策ですが、東側が境内地、西側が道路

を挟み宅地、南側も道路を挟み宅地、北側も道路を挟み宅地でご

ざいます。

以上のような状況でございます。先日２０日の日に地元推進委

員と現地を確認し、また、本日調査会において現地を確認してま

いりました。特に問題はないと考えております。皆様のご審議の

ほどよろしくお願いいたします。

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第３号番号１１番について承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第３号番号１１番については、原案ど

おり承認されました。

続きまして、議案第３号番号１２番について、事務局の説明を

求めます。

（議案第３号番号１２番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は都市計画法の用途地域（第一種住居地域）で

ありますので第３種農地と判断し、申請の内容は許可基準に適合
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議長

９番

議長

議長

議長

齋藤

大谷

齋藤

齋藤

齋藤

しているものと判断します。

以上です。

それでは、担当委員の説明をお願いいたします。

案内図３－１２をご覧ください。（申請の場所を説明する。）

この案件は、株式会社○○が売買により太陽光発電事業設備と

して転用する案件であります。申請者の株式会社○○は発電の小

売業会社の株式会社△△の発電部門を行う会社ということであり

ます。資本人が１０００万円の会社となります。申請地は日照の

妨げになるような高い樹木や建物がないことにより選定をしたと

いう形であります。事業区域面積は１２３０㎡でパネルが１６８

枚、出力５０キロワット、年間発電量１０３２１７キロワットを

確保しようとするものであります。雨水につきましては敷地内自

然浸透であります。パネルの高さが１．５メートル及び２．６メ

ートルというふうな形になっております。高さ約１．２メート

ル、幅約３．０メートルのフェンスを外周に設置をするというこ

とであります。進入路の位置は敷地の東側となります。雨水等に

ついては浸透処理をして外部へ流出がないようにしますという形

であります。

資金計画につきましては、自己資金ですべて賄いますが、土地

の代金と合わせて１２８１万９８８０円です。

２０日に地元推進委員と、また、本日の調査会におきまして書

類の審査及び現地調査を行いまして問題がないというふうに判断

しております。皆様のご審議をお願いしたいと思います。

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第３号番号１２番について承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第３号番号１２番については、原案ど
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事務局

議長

９番

議長

議長

檜原

齋藤

大谷

齋藤

齋藤

おり承認されました。

続きまして、議案第３号番号１３番について、事務局の説明を

求めます。

（議案第３号番号１３番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は都市計画法の用途地域（第一種住居地域）で

ありますので第３種農地と判断し、申請の内容は許可基準に適合

しているものと判断します。

以上です。

それでは、担当委員の説明をお願いいたします。

案内図３－１３をご覧ください。（申請の場所を説明する。）

こちらは一般住宅の案件になります。土地の選定の理由につき

ましては、交通量も少なく希望の住宅環境に合致したため選定を

したという形であります。建物は一般住宅２階建て、取水はさく

ら市上水道より取水、排水につきましてはさくら市下水道に接

続、雨水につきましては宅地内にて浸透処理です。

資金計画につきましては、自己資金２７８５万円という形であ

ります。用地取得費、造成費、建築費、諸経費を合わせて２７８

５万円で全額自己資金により計画をしているということです。

周辺につきましては、高低差があるので申請地の周囲にはＬ型

擁壁を設置して土砂の流出を防止します。周辺地域に影響のない

ように配慮しますという形であります。２０日に地元推進委員と

現地調査、合わせて本日内容の確認をしたうえで現地調査をして

まいりました。問題ないかと思いますので皆さんのご審議をお願

いしたいと思います。

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第３号番号１３番について承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】
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議長

事務局

議長

９番

議長

齋藤

檜原

齋藤

大谷

齋藤

全員挙手ですので、議案第３号番号１３番については、原案ど

おり承認されました。

続きまして、議案第３号番号１４番について、事務局の説明を

求めます。

（議案第３号番号１４番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は農地の集団的広がりが約１.６ｈａで農業公

共投資の対象となっていない土地ですので、第２種農地と判断し

土地の選定経過書等により代替性の確認もとれておりますので申

請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。

以上です。

それでは、担当委員の説明をお願いいたします。

案内図３－１４をご覧ください。（申請の場所を説明する。）

土地の東側が田、南側も田、西側も同じく田、北側が原野とな

っているところであります。ここに太陽光発電を設置するという

案件であります。土地の利用につきましては、事業区域面積１３

９６㎡に太陽光パネル２７２枚、フェンスは高さ約１．５メート

ルを外周に設置をするというふうな形であります。最大出力４

９．５キロワット、年間１２０６６８キロワットを見込んでいる

ということであります。

資金計画につきましては、土地の取得費２００万円、工事費１

１００万円、諸経費２０万円、合わせて１３２０万円を全額自己

資金で賄うという形であります。

周辺への被害防除対策につきましては、太陽光パネルの高さは

約１．１メートルでありまして敷地境界から約１メートル以上離

れて建てることから農地への影響はないと思われます。排水につ

いては地下に自然浸透、周囲には約１．５メートルのフェンスを

設置しますという形であります。２０日に推進委員と現地調査、

また、本日内容の調査をして現地調査をしてきたところ問題ない

と思われますので皆様のご審議をお願いしたいと思います。

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。

【異議なしの声あり】
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議長

議長

事務局

議長

９番

齋藤

齋藤

檜原

齋藤

大谷

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第３号番号１４番について承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第３号番号１４番については、原案ど

おり承認されました。

続きまして、議案第３号番号１５番について、事務局の説明を

求めます。

（議案第３号番号１５番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は農地の集団的広がりが約１.６ｈａで農業公

共投資の対象となっていない土地ですので第２種農地と判断し、

土地の選定経過書等により代替性の確認もとれておりますので申

請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。

以上です。

それでは、担当委員の説明をお願いいたします。

案内図３－１５をご覧ください。（申請の場所を説明する。）

この案件は譲渡人○○さんが譲受人株式会社△△に売買をし、

太陽光発電に転用する案件です。株式会社△△につきましては資

本金８００万円の株式会社となります。太陽光発電により事業と

するという形ですけれども事業区域面積１０８３㎡に太陽光パネ

ル３００枚、出力４９．５キロワット、年間１０９３２７キロワ

ットを計画しまして、資金計画につきましては用地取得費１５０

万円、工事費１０００万円、諸経費２０万円、合わせて１１７０

万円を自己資金で賄うという形であります。

周辺の状況なんですけれども、東側は原野、南側・西側・北側

は田という形であります。太陽光パネルの高さは約１．１メート

ルで敷地境界から約１メートル以上離れて建てることから農地へ

の影響はないと思われます。排水については自然浸透、周囲には

高さ約１．５メートルのフェンスを設置しますということで被害

防除対策を行うということであります。

２０日に現地調査、及び本日の調査会において内容の審査及び

現地調査をしたところ問題ないかと思われますので皆さんのご審
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議長

議長

議長

事務局

議長

９番

齋藤

齋藤

齋藤

檜原

齋藤

大谷

議をお願いしたいと思います。

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第３号番号１５番について承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第３号番号１５番については、原案ど

おり承認されました。

続きまして、議案第３号番号１６番について、事務局の説明を

求めます。

（議案第３号番号１６番について、朗読して説明する。）

なお、農地区分は農地の集団的広がりが約１.６ｈａで農業公

共投資の対象となっていない土地ですので第２種農地と判断し、

土地の選定経過書等により代替性の確認もとれておりますので申

請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。

以上です。

それでは、担当委員の説明をお願いいたします。

案内図３－１６をご覧ください。（申請の場所を説明する。）

この案件は譲渡人○○さんが太陽光発電事業を営んでいる譲受

人△△さんに売買の形をとりまして太陽光発電設備として転用す

る案件であります。周りの状況等、パネルの状況も同じで、ここ

に３００枚のパネルを設置をしていくという形であります。

用地取得費が１５０万円、工事費１０００万円、諸経費５０

万、合計１２００万円を全額自己負担で賄うというふうな形であ

ります。あと、内容的な被害防除対策等も同じであります。２０

日に推進委員と、本日の調査会におきまして調査をしてきたとこ

ろ問題ないかと思いますので皆さんのご審議をお願いしたいと思

います。
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議長

１６番

９番

議長

７番

事務局

議長

１７番

事務局

齋藤

小林

大谷

齋藤

小菅

野中

齋藤

七久保

野中

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。

この用地に対してなんですけど、同じ売り手というか人がこの

区画何区画ですか１、２、３、４、５、６、７区画ぐらいありま

すね。ここをバラバラにというのはどんな事情なのか分かってい

る情報があればお教え願いたいんですけど。

分かっている範囲で言いますと、自分の土地を持っているのが

真ん中辺ぐらいしかなかったんです。それで全体的な発電事業を

やっている会社なんで１件、２件、３件、言ってみれば一番下の

４件も併せて似たような形でやっているんですけど、そんな形で

まとめて先月に申請地の右側になるんですけど同じように太陽光

発電の転用があったところなので分筆の関係で遅れたのでそんな

形で分けて申請をされたという話がありました。

その他、質問意見等ございましたらお願いいたします。

ちなみに、第４条は自分の土地で第５条の方が他人の土地を売

買もしくは使用貸借でということですよね。もちろんそれも分か

るしだからこそ分けて申請しなければいけないというのも分かる

んですけど同じ場所で同じような形で太陽光をやるという場合に

もちろん申請を分けてでいいんだと思うんですけどそれを一括審

議するようなことというのはできないんでしょうか。

申請者が違うので申請者をそれぞれ審議しなければならないた

め一括審議はできないということです。

その他、何かございますか。

参考までにお聞きしたいんですが、３－１４、１５、１６、そ

れから２ー２ですが、足すと３０００㎡を超えるんですけど、こ

ういう場合は栃木県農業会議に係る案件になるんですか。

案件ごとになりますので、案件ごとですと３０００㎡を超えな

いので農業会議にはかからないということになります。
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議長

議長

議長

事務局

議長

議長

議長

齋藤

齋藤

齋藤

大野

齋藤

齋藤

齋藤

その他、質問意見等ございましたらお願いいたします。

【意見なし】

特にないようですので、採決に入ります。

議案第３号番号１６番について承認される方の挙手を求めま

す。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第３号番号１６番については、原案ど

おり承認されました。

次に、議案第４号「農用地利用集積計画の決定及び農用地利用

配分計画に係る意見について」を議題に供します。

それでは、事務局の説明を求めます。

この議案は、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項に基づき

市が定める農用地利用集積計画及び農地中間管理事業の推進に関

する法律第１９条第３項の規定に基づき市が意見を求める農用地

利用配分計画となります。令和３年度第７号 公告予定年月日は

令和３年１０月２９日です。

計画の内容といたしましては、利用権設定が新規５件、再設定

２件、農地中間管理権取得が２件となっております。なお、詳細

については別紙の農用地利用集積計画書のとおりです。

以上です。

それでは質疑に入ります。質問意見等ございましたらお願いい

たします。

【異議なしの声あり】

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。

議案第４号について承認される方の挙手を求めます。

【全員挙手】

全員挙手ですので、議案第４号については、原案どおり承認さ
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れました。

次に、報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知に

ついて」番号１番から番号４番、報告第２号「農地法第３条の３

第１項の規定による届出書について」番号１番から番号２番はお

目通しを願います。

本日の議題はすべて終了しました。以上を持ちまして、さくら

市農業委員会１０月定例総会を閉会いたします。

（午後２時５５分）


