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平成２９年 第 ４ 回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成２９年第４回船橋市農業委員会総会を４月１４日午後４時船橋市役所６階６０２会議室に招集する。 

 

出席委員（２２人） 

橋本 邦俊   石崎 幸雄   奈良 五十八  石井 俊郎   小池 正一   齋藤 教子   濱田 実    石井 秋弘 

川井 洋基   三橋 誠    濱田 騏一郎  興松 勲    土橋 博之   金子 一雄   神山 茂樹   滝口 宏 

木村 正伸   金沢 和子   飯島 行雄   武藤 英夫   岡庭 一美   田中 行雄 

欠席委員（２人） 

福田 正   小川 晃  

 

議長  それでは、出席委員数が定足数に達しておりますので、ただいまから平成２９年第４回農業委員会総会を開催いたします。 

 なお、福田正委員、小川晃委員から欠席の連絡が入っております。 

 まず、議事録署名人でございますが、議長が指名するものとしてよろしいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

議長  それでは指名いたします。 

 ７番齋藤教子委員と、１９番滝口宏委員の両名にお願いいたします。 

 議案書の順序に入る前に、報告事項１を先に行います。 

 事務局より報告を願います。 

局長  報告事項１は職員の再任用期満了及び人事交流についてでございます。議案書７ページをご覧ください。初めに、再任用職員の任期満

了についてでございますが、３月３１日付で間野副主査が再任用職員としての任期が終了いたしました。 
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 続きまして、４月１日付の人事異動につきまして、ご報告いたします。まず、農業委員会から出向いたしました職員を紹介いたします。

農地班の山際主査が建築部宅地課へ異動となりました。 

 次に、新たにこちらへ配属されました職員をご紹介いたします。福祉サービス部指導監査課より、大熊副主査が農地係に配属されまし

た。また、再任用職員の小川副主査が農地係に配属されました。また、以前からおりますが、早瀬主査が今回、農地係長となりました。 

このたびの人事交流につきましては、会長専決として処理いたしましたので、ご報告いたします。 

 それでは、紹介した順にご挨拶をお願いします。まず山際主査からお願いします。 

                挨拶 

山際主査 

大熊副主査 

小川副主査 

早瀬係長    

局長  皆様のお手元に事務局職員の名簿をお配りしてございますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

議長  それでは、お配りしてございます議案書の順序に従い審議に入ります。 

 局長。 

局長  相続税の納税猶予に関する適格者証明願について、議案第１号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、事務局から説明願います。 

事務局  議案第１号につきましては、相続税の納税猶予に関する適格者証明願についてでございます。議案書２ページです。 

 丸山に在住の申請人の父が平成２８年７月に死亡したことにより、耕作地６筆、１万６８６㎡のうち、丸山の畑４筆、８,８１８㎡の

うち、８,２３９.０６㎡について相続税納税猶予の特例を受けるため、適格者証明について、申請がありました。３月３１日、事務局が

調査を行ったところ、現地は農地として利用されておりました。また、申請人から、今後も農業経営を行うことを確認しました。これら
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のことから、申請人は相続税納税猶予の適格者であると思われます。 

 以上です。 

議長  ただいまの事務局説明に対し、ご意見はございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長  それでは採決いたします。 

 本議案につきまして、相続税の納税猶予の適格者として認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 全員一致であります。よって適格者と認定することに決しました。 

 局長。 

局長  生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について、議案第２号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、事務局から説明願います。 

事務局  議案第２号につきましては、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願についてでございます。議案書は３ページです。 

 １につきましては、丸山に在住の申請人の父が平成２８年７月に死亡したことにより、生産緑地である耕作地６筆、１万６８６㎡のう

ち、丸山所在の２筆、１,８６８㎡について、市長に対して買い取り申し出をするに当たり、生産緑地に係る農業の主たる従事者につい

ての証明願が提出されました。事務局にて事情聴取、農地台帳から従事日数等の確認、また、３月３１日に現地調査を行った結果、買い

取り申し出事由の生じた者が生産緑地法第１０条の規定に基づく農業の主たる従事者であると思われます。 

 また、２につきましては、夏見に在住の申請人が生産緑地法第１０条の規定による農業に従事することを不可能にさせる故障が生じた

ことにより、耕作地１５筆、１万１,１５７.７６㎡のうち、生産緑地の指定を受けている夏見所在の４筆、４,５０８㎡について市長に

対して買い取り申し出をするに当たり、農業の主たる従事者についての証明願が提出されました。事務局にて事情聴取、農地台帳から従

事日数等の確認、また、３月３１日に現地調査を行った結果、買い取り申し出事由の生じた者が生産緑地法第１０条の規定に基づく農業

の主たる従事者であると思われます。 

 以上です。 
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議長  ただいまの事務局説明に対し、ご意見はございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長  それでは採決いたします。 

 本議案につきまして、農業の主たる従事者として認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 全員一致であります。よって認定することに決しました。 

 局長。 

局長  平成２８年度の活動の点検・評価及び平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動計画の策定について、議案第３号を上程いたしま

す。 

議長  本議案につきましては、１月総会において、農政小委員会に付託した案件でございます。 

 金子農政小委員長の報告を求めます。 

農政小委員長  本議案につきまして、２月と３月に開催した農政小委員会で検討を行い、案を作成いたしましたので、事務局から説明願います。 

事務局  それでは、まず、平成２８年度の活動の点検・評価からご説明します。本日お配りしています資料をご覧いただくようお願いします。 

 まず１ページ目は、農業センサスなどの統計データですので省略をします。 

 ２ページに移ります。２、担い手への農地の利用集積・集約化です。こちらでは、今、実績のところで、目標を上回る４４.９ヘクタ

ール、集積がありました。 

 ３番の活動としましては、活動計画のとおり、８月に申告書で所有者から一筆ごとの農地に係る意向を把握して、それを農業委員会と

して、農委だよりなどで公表し、それを見て、農業者からの問い合わせであったりとか、借り受け希望の申し出に対応を行ってきました。 

 ４番、評価としましては、農業委員会の取り組みもあって、集積面積が増えており、今後も認定農業者を中心とした利用集積を進める

としました。 

 ３ページに移ります。３、新たに農業経営を営もうとする者の参入促進です。２番、目標を１経営体としましたが、２８年度は新規参

入がありませんでした。 
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 ４番、評価としましては、今後も新規参入の情報を周知するとともに、農業委員会として、新規参入について市と協議していくとしま

した。 

 ４ページに移ります。４番、遊休農地に関する評価です。２番の解消実績としまして、こちらに５６.５ヘクタールを解消したとあり

ますが、これは判定基準の見直しが大きく影響したものです。 

 ３番、活動としましては、例年同様に利用状況調査を行い、耕作放棄地の所有者に利用意向調査を行いました。 

 ５ページに移ります。５、違反転用への対応です。こちらでは、３番の活動実績なんですが、平成２８年度に４回、農地パトロールを

行い、３件を事情聴取の対象としましたが、所有者との面談や指導には至らなかったということです。それに対する評価としましては、

県との合同により、指導を強化する必要があるとしました。 

 ６ページに移ります。農地法に係る事務の点検です。こちらは３条許可、転用事務ともに適切に行われております。 

 ７ページに移りまして、３番、農地所有適格法人からの報告については、平成２８年度、市内で法人がゼロ件でしたので、該当はない

ということになります。 

 ４番、情報の提供等につきましては、農地の賃借料情報や農地台帳情報の公表について、農地法の規定どおり実施されております。 

 ８ページに移ります。７、地域の農業者からの要望・意見について、年度中は特にありませんでした。８、事務の実施状況の公表等に

ついて、こちらは、総会議事録の公表、農地利用最適化推進に係る意見提出、農業委員会の活動計画の公表について、こちらも規定どお

りに実施されております。 

 ２８年度の活動の評価は以上です。 

 続いて、平成２９年度の活動計画に移ります。資料をご覧ください。１ページ目は統計データとなりますので、省略いたします。 

 ２ページに移ります。２、担い手への農地の利用集積・集約化です。２番、目標の集積面積を５１.４ヘクタールとしました。これは

過去５年間で最も実績がありました昨年度の数値を目標としております。 

 活動計画としましては、農業委員会法の改正に対応して、計画の１０月のところなんですけれども、農地等の利用の最適化の推進に係

る指針を策定すると追加をしました。 
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 下に移り、３、新たな農業経営を営もうとする者の参入促進です。２番、参入目標は、昨年と同様ですけれども、１経営体となりまし

た。 

 活動計画では、こちらも７月のところなんですけれども、農地利用最適化推進委員を中心として、新規参入について検討を進めるとい

うことを追加しています。 

 続いて、３ページの４番で、遊休農地ですけれども、こちらの２番で、解消目標は１ｈａとされました。 

 活動計画については、例年同様、利用状況調査や意向調査を実施するとしました。 

 下に移り、５の違反転用です。こちらのほうは例年同様、所有者への指導や、県と合同で指導を強化するとなりました。 

 以上です。       

農政小委員長  以上が農政小委員会で作成した案となりますので、報告は以上です。 

議長  ありがとうございました。ただいまの農政小委員長の報告に対し、ご意見はございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長  それでは採決いたします。 

 本議案につきまして、平成２８年度活動計画の点検・評価及び平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動計画とすることに賛成の

方の挙手を求めます。 

 全員一致であります。よってそのように決しました。 

 局長。 

局長  農地利用最適化推進委員の選考方法について、議案第４号を上程します。 

議長  本議案につきまして、２月の総会において、農政小委員会に付託された案件でございます。金子農政小委員長の報告を求めます。 

農政小委員長  本議案につきまして、先月の農政小委員会で検討した結果を報告します。議案書４ページをご覧ください。農地利用最適化推進委員の

選考に当たって、各地区の農業委員による推進委員候補者の評価委員会を設置することを検討しました。内容については、事務局から報

告願います。 
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事務局  来週から推進委員の再募集を行うところですが、定数以上の応募があった場合の人選であったり、あと、候補者が適任であるかどうか

の評価を行い、農業委員会の総会で報告を行っていただくため、農地利用最適化推進委員候補者の評価委員会を設置するということが先

日の小委員会で検討されました。この評価委員については、地域の実情に詳しい方による評価がいいだろうという意見によりまして、推

進委員の担当地区ごとに農業委員の方１名ずつ、合計７名を選出することとされました。スケジュール上、この評価委員会を設置する場

合、この後に担当地区に居住する各委員で協議をいただき、本日か次回の総会で評価委員を決めていただく必要があるということとなり

ました。 

 なお、評価委員となっている方が推進委員として手を挙げて、応募や推薦された場合、そういう方は評価委員からは外れていただくこ

とが適当であると考えられます。こうした場合は、その地区のお近くの評価委員を中心として評価を行っていただくという対応が考えら

れます。 

 ６ページに移ります。今後の流れなんですけれども、本日、または５月総会で評価委員の方を決めていただきましたら、再募集が終わ

った後の６月１日の審査会終了後に当該委員会を開催し、６月７日の総会で、評価委員会からその結果を総会に報告していただくことと

なります。その後、続いて改選後の７月２５日ころ、新しい農業委員会の臨時総会で正式に推進委員を委嘱するという流れが考えられま

す。 

 以上です。 

農政小委員長  それでは、農地利用最適化推進委員候補者評価委員会の設置について、採決をお願いしたいと思います。 

 報告は以上です。 

議長  ただいまの農政小委員長の報告に対し、ご意見はございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長  それでは採決いたします。 

 本議案につきまして、農地利用最適化推進委員候補者評価委員会を設置することに賛成の方の挙手を求めます。 

 全員一致であります。よって評価委員会を設置することに決しました。 
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 引き続き推進委員候補者の評価委員選出について、地区ごとに各委員で協議をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

議長  それでは、ただいまの時間、４時２２分ですか。１０分ほど、４時３５分まで会議を休憩いたします。再開は３５分たってから、１０

分間の間に皆さんで相談していただきたいと思いますので、ここで暫時休憩をとります。よろしくお願いいたします。 

                休憩    

議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 各地区の協議はまとまりましたでしょうか。第１地区から、選出された委員の報告を求めます。 

武藤委員  第１地区は私です。 

議長  それでは、第２地区お願いします。 

木村委員  第２地区は私のほうで。 

議長  第３地区。 

神山委員  第３地区は神山、私が評価委員をします。 

議長  第４地区。 

齋藤委員  私です。 

議長  第５地区。 

岡庭委員  私がやります。 

議長  第６地区は、私がやります。 

 第７地区。 

橋本委員  はい。 

議長  それでは、繰り返します。第１地区が武藤さん、そして、第２地区、木村さん、第３地区、神山さん、第４地区、齋藤さん、第５地区、

岡庭さん、第６地区、私、田中です。そして、第７地区が橋本さん、よろしいでしょうか。 
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  （「はい」の声あり） 

議長  それでは、各委員に農地利用最適化推進候補者評価委員をお願いしたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 それでは、５月総会において改めて選考結果をお諮りいたします。 

 続いて、事務局より報告がございます。 

局長  それでは、私のほうからご報告を申し上げます。 

 報告事項２でございますが、農地法第３条の３届出に係る受理通知書の交付について、議案書８ページに記載のとおり、１件の届け出

を受理いたしました。なお、あっせんの希望はございませんでした。 

 報告事項３、農地法第４条届出に係る受理通知書の交付について、議案書９ページから１４ページに記載のとおり、３月中に１８件の

届け出を受理いたしました。 

 次に、報告事項４でございます。農地法第５条届出に係る受理通知書の交付について、議案書１５ページから２２ページに記載のとお

り、３月中に２６件の届け出を受理いたしました。 

 以上、報告事項２から４の届け出につきましては、農業委員会事務局規程第７条第１項第１号の規定により、局長専決として受理書を

交付いたしました。 

 続きまして、報告事項５でございます。農地法第１８条第６項の規定による合意解約について、議案書２３ページに記載のとおり、１

件の通知がありました。 

 報告事項６でございます。転用許可に伴う工事完了報告について、議案書２４ページから２５ページに記載のとおり、５件の報告書の

提出がありました。事務局で現地調査をし、工事の完了を確認いたしましたので、千葉県知事宛てに送付いたします。 

 次に、報告事項７でございます。農地の埋立等工事完了届出書の受理について、議案書２６ページに記載のとおり、１件の届出書を受

理いたしました。 

 報告事項８でございます。生産緑地地区における行為の制限の解除について、議案書２７ページに記載のとおり、１件の行為の制限の

解除がなされ、市長より通知がありましたのでご報告をいたします。 
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 最後に、報告事項９でございます。農用地利用集積計画の一部の変更について、議案書２７ページに記載のとおり、市長より１件の合

意解約があった旨の通知がありました。 

 ご報告は以上でございます。 

  以上で、本日予定されました審議は終了いたしました。       （ ４時４６分） 

 次に事務連絡がございます。 

 

事務局              事務連絡    

  

 以上をもちまして、本日の総会を閉会いたします。 

 

 議長は、午後４時４８分第４回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


