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平成２９年 第 ５ 回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成２９年第５回船橋市農業委員会総会を５月９日午後３時船橋市役所６階６０２会議室に招集する。 

 

出席委員（２４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   福田 正    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    小川 晃    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（０人） 

 

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５回農業委員会総会を開催いたします。 

 川井委員から遅れるとの連絡がございます。 

 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。 

 ８番福田正委員と、１８番神山茂樹委員の両名にお願いいたします。 

 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  農地法第３条許可申請について、議案第１号の１と２を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、金子審査班長の報告を求めます。 

金子審査班長  それでは、今月１日、金沢和子委員、奈良五十八委員とともに審査いたしましたので、審査班としての所見を申し上げます。 
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 議案書２ページ、地図１から２ページをご覧ください。 

 １号議案の１及び２につきましては、関連議案ですので、一括説明いたします。高根町に在住の譲受人が、当該地を取得し、農業経営

の拡大を図るものです。 

 経営面積は１７９アール、農業従事者は２名で、農機具も一式保有しております。 

 以上、２議案につきましては、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件の全てを満たしており、許可相当と思われます。 

議長  ただいまの審査班長報告に対し、ご異議はございませんか。 

  （「異議なし」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、審査報告のとおり許可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、許可とすることに決しました。 

 局長。 

局長  農地法第３条許可申請について、議案第１号の３を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、齋藤審査班長の報告を求めます。 

齋藤審査班長  それでは、今月１日、滝口宏委員、小池正一委員とともに審査いたしましたので、審査班としての所見を申し上げます。 

 議案書２ページ、地図３から４ページをご覧ください。 

 １号議案の３につきましては、前原西に在住の譲受人が、譲渡人４名の持分を主たる農業事業者である譲受人に譲渡することで、農業

経営の安定を図るものです。 

 経営面積は約１１０アール、農業従事者は４名で、農機具も一式保有しております。 

 以上、本議案につきましては、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件の全てを満たしており、許可相当と思われます。 

議長  ただいまの審査班長報告に対し、ご異議はございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 
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議長  それでは、採決いたします。 

 本議案につきまして、審査報告のとおり許可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、許可とすることに決しました。 

 局長。 

局長  農地法第４条許可申請について、議案第２号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、齋藤審査班長の報告を求めます。 

齋藤審査班長  それでは、引き続き審査班としての所見を申し上げます。 

 議案書３ページ、地図５から７ページをご覧ください。 

 ２号議案につきましては、咲が丘に在住の申請人が、現在居住している自宅を、相続対策として更地にして第三者に売却するため、自

己所有地を都市計画法第３４条第１１号により、自己用の専用住宅１棟を建築するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑及び道路となっており、周囲は重量土留ブロックで施工し、雨水については、宅内に貯留浸透施設を設置、汚

水・雑排水は合併浄化槽を設置し、それぞれ既設排水管に接続することから、被害発生の恐れはないものと思われます。 

 また、隣接農地所有者には説明が行われており、都市計画法の手続については、現在、申請中であります。 

 資力については、残高証明書にて確認済みです。また、信用については、現在、違反行為がないことを確認しています。 

 農地の区分については、現地が水道管・ガス管が埋設されている道路に沿っており、おおむね５００メートル以内に市立八木ヶ谷中学

校と市立八木ヶ谷小学校の教育施設があることから、第３種農地と判断します。 

 以上、本議案につきましては、許可相当と思われます。 

議長  ただいまの審査班長報告に対し、ご異議はございませんか。 

  （「異議なし」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、審査報告のとおり許可相当とすることに賛成の方の挙手を求めます。 
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  全員一致であります。よって、許可相当とすることに決しました。 

 局長。 

局長  農地法第５条許可申請について、議案第３号の１を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、齋藤審査班長の報告を求めます。 

齋藤審査班長  それでは、引き続き審査班としての所見を申し上げます。 

 議案書４ページ、地図８から１０ページをご覧ください。 

 ３号議案の１につきましては、宅地建物取引業の免許を有する譲受人が、当該地を取得し、都市計画法第３４条第１１号により、１棟

の建売分譲住宅を建築するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑・宅地及び道路となっており、周囲は重量土留ブロックで施工し、雨水については、宅内に貯留浸透施設を設

置、汚水・雑排水は小型合併浄化槽を設置し、それぞれ既設排水管に接続することから、被害発生の恐れはないものと思われます。 

 また、隣接農地所有者には説明が行われており、都市計画法の手続については、現在、申請中であります。 

 資力については、残高証明書にて確認済みです。また、信用については、現在、違反行為がないことを確認しています。 

 農地の区分については、現地が水道管・ガス管が埋設されている道路に沿っており、おおむね５００メートル以内に市立八木ヶ谷中学

校と市立八木ヶ谷小学校の教育施設があることから、第３種農地と判断します。 

 以上、本議案につきましては、許可相当と思われます。 

議長  ただいまの審査班長報告に対し、ご異議はございませんか。 

 濱田委員。 

濱田騏一郎委員  ○○さんは同じ○○さんですよね。隣接しているんですか。 

議長  審査班。 

小池委員  この建売予定地は先ほど前の議案でありました人の所有地で、そこを建売にすると。だから、母屋、今度、新しく建てる住宅の隣の敷

地になっています。同じというか、正確には先隣ですね。 
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議長  よろしいでしょうか。 

濱田騏一郎委員  はい。 

議長  そのほか、ご異議はございませんか。 

  （「異議なし」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、審査報告のとおり許可相当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、許可相当とすることに決しました。 

 局長。 

局長  農地法第５条許可申請について、議案第３号の２を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、金子審査班長の報告を求めます。 

金子審査班長  それでは、引き続き審査班としての所見を申し上げます。 

 議案書４ページ、地図１１から１３ページをご覧ください。 

 ３号議案の２につきましては、主に不動産売買及び土木・建築工事を営む譲受人が、市内にコンクリート二次製品等を置くための自社

用の資材置き場がなく、事業拡大及びコスト面を考え、当該地を借り受け、資材置き場用地として整備するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑・道路及び宅地となっており、周囲はコンクリートブロックで施工、雨水については、砕石及び土砂転圧によ

る自然浸透処理することから、隣接農地への被害発生の恐れはないものと思われます。なお、汚水・雑排水の利用はありません。 

 また、隣接農地所有者には説明が行われております。 

 資力については、残高証明書にて確認済みです。また、信用については、現在、違反行為がないことを確認しています。 

 農地の区分については、現地が集団的農地がおおむね１０ヘクタール未満であり、市街化の可能性がある区域に近接していることから、

第２種農地と判断します。 

 以上、本議案につきましては、許可相当と思われます。 
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議長  ただいまの審査班長報告に対し、ご異議はございませんか。 

  （「異議なし」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、審査報告のとおり許可相当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、許可相当とすることに決しました。 

 局長。 

局長  農地法第５条許可申請について、議案第３号の３を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、金子審査班長の報告を求めます。 

金子審査班長  それでは、引き続き審査班としての所見を申し上げます。 

 議案書４ページ、地図１４から１６ページをご覧ください。 

 ３号議案の３につきましては、宅地建物取引業の免許を有する譲受人が、当該地を取得し、都市計画法第３４条第１１号により、１９

棟の建売分譲住宅を建築するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑及び道路となっており、周囲は重量ブロック及び型枠ブロックで施工、雨水については、雨水抑制施設を設置、

汚水・雑排水は合併浄化槽を設置し、それぞれ新設管を経て既設排水管に接続することから、被害発生の恐れはないものと思われます。 

 また、隣接農地所有者には説明が行われており、都市計画法の手続については、現在、申請中であります。 

 資力については、残高証明書にて確認済みです。また、信用については、現在、違反行為がないことを確認しています。 

 農地の区分については、現地が集団的農地がおおむね１０ヘクタール未満であり、市街化の可能性がある区域に近接していることから、

第２種農地と判断します。 

 以上、本議案につきましては、許可相当と思われます。 

議長  ただいまの審査班長報告に対し、ご異議はございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 
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議長  それでは、採決いたします。 

 本議案につきまして、審査報告のとおり許可相当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、許可相当とすることに決しました。 

 局長。 

局長  農地法第５条許可申請について、議案第３号の４から１０を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、金子審査班長の報告を求めます。 

金子審査班長  それでは、引き続き審査班としての所見を申し上げます。 

 議案書４から６ページ、地図１７から２１ページをご覧ください。 

 ３号議案の４及び５から１０につきましては、関連議案であることから、一括説明させていただきます。 

 ３号議案の４につきましては、船橋市が、文化財史跡に指定した「鳥掛西貝塚」を恒久的に保存していくために、当該地を取得し、遺

跡の状況を把握、記録した後、埋め戻し、周囲を木柵で囲い保存するものです。 

 また、３号議案の５から１０につきましては、ただいま説明申し上げました文化財保存用地の周辺の遺跡状況を確認調査するため、当

該地を５カ月間、借り受け、一時転用するものです。 

 それぞれ、当該地の地目は畑で、隣接地は畑・道路及び宅地となっております。 

 また、近隣農地所有者への説明が行われており、資力については、平成２９年度予算で議決されております。 

 農地の区分については、現地が集団的農地がおおむね１０ヘクタール未満であり、市街化の可能性がある区域に近接していることから、

第２種農地と判断します。 

 以上、７議案につきましては、許可相当と思われます。 

議長  ただいまの審査班長報告に対し、ご異議はございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

議長  それでは、採決いたします。 
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 本議案につきまして、審査報告のとおり許可相当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、許可相当とすることに決しました。 

 局長。 

局長  農地法第５条許可申請に関する議案第３号の１１から１５及び関連があります農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請

に関する議案第４号の１を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、齋藤審査班長の報告を求めます。 

齋藤審査班長  それでは、引き続き審査班としての所見を申し上げます。 

 議案書７から８ページ、地図２２から２９ページをご覧ください。 

 ３号議案の１１から１５及び４号議案の１につきましては、関連議案であることから、一括説明させていただきます。 

 ３号議案の１１から１５につきましては、宅地建物取引業の免許を有する譲受人が、当該地を取得し、都市計画法第３４条第１１号に

より、２２棟の建売分譲住宅を建築するものです。 

 ４号議案の１につきましては、３号議案の１１から１５の２２棟増築に伴い、４６棟から６８棟への計画変更申請がなされたものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑・宅地及び道路等となっており、周囲はコンクリートブロックで施工、雨水については、調整池を設置し、流

出抑制し、汚水・雑排水は浄化槽を設置し、それぞれ桑納川に放流することから、被害発生の恐れはないものと思われます。 

 また、隣接農地所有者には説明が行われており、都市計画法の手続については、現在、申請中であります。 

 資力については、残高証明書にて確認済みです。また、信用については、現在、違反行為がないことを確認しています。 

 以上、５議案につきましては、許可相当と思われます。 

 また、許可後の計画変更につきましても、承認することが適当と思われます。 

 以上です。 

議長  ありがとうございます。 

 ただいまの審査班長報告に対し、ご異議はございませんか。 
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石井俊郎委員  ちょっと質問で。この場所はすごく傾斜地だと思ったんですけれど、そういう点、川のほうの流出はどうなんでしょうか。 

議長  審査班長。 

齋藤審査班長  この場所は傾斜地ではないんです。傾斜地のほうはもう工事が終わって、そっちが済んでから、今度、これは川の反対側になっている

んですよね。だから、少しは傾斜があるんですけれども、ほとんど、それほどの傾斜地ではないんですね。 

 それで、せっかくですから、２４ページをご覧ください。２４ページに円が描かれていますね。これが市街化区域から１５０ｍという

ことで、ここまでしか開発できないという地域なんですね。それについて、こちらからお願いいたします。事務局のほうからも、何でこ

ういう形になったかということを話していただきたいと思います。 

議長  齋藤班長の補足説明を、事務局、お願いします。 

事務局  ただいま齋藤班長からありまして、今、土地利用計画図面を見ていただいていると思うんですけれども、円形を描いている線があるん

ですね。この円については、農地法という観点からではなく都市計画法、宅地課で市街化調整区域の開発行為の基準が一部改正されたの

が平成２０年４月１日で、市街化区域から半径１５０ｍ以内ということで円を引いて、その区域が土地利用計画図面に載っていますので、

その区域内であれば調整区域の農振地域である土地についても開発はできますよという基準を条例改正した後に設けた。特定集落から

云々と書いているんですけれども、そういう基準に基づいて、１５０ｍ以内で開発できるという基準を設けた区域で、今回、○○○○○

○が開発をするということでやっております。 

 一応、そういうことです。 

議長  小川委員。 

小川委員  二和とか三咲の調整分譲と同じですか。 

議長  事務局。 

事務局  今回の坪井町というか、これは参考で私が宅地課からもらってきた図面なんですけれども、条例改正に伴って農業振興地域内または農

業振興地域内の特定集落ということで、このように、条例改正で振興地域はこういう基準でやりますよという話で改正された区域しかな

いです。ですから、今、お話しされた二和と三咲については、農業振興地域ではございませんので、ほかの条文で合致すれば開発がどん
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どん進められるということになります。 

議長  よろしいでしょうか。 

  そのほか、ご異議はございませんか。３号議案の１１から１５ですね。 

  （「異議なし」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、審査報告のとおり許可相当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、許可相当とすることに決しました。 

 局長。 

局長  農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請について、議案第４号の２を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、齋藤審査班長の報告を求めます。 

齋藤審査班長  それでは、引き続き審査班としての所見を申し上げます。 

 議案書１０ページ、地図３０から３４ページをご覧ください。 

 ４号議案の２につきましては、平成２３年１１月２日付にて、建売分譲住宅用地として農地転用の許可を受けたものでありますが、区

画及び公園・調整池・宅地面積等の事業計画変更が生じたため、計画変更承認を申請するものであります。 

 資力については、残高証明書にて確認済みです。 

 なお、本件につきましては、建売分譲住宅３４棟として転用許可を受けましたが、そのうちの一部を宅地造成のみで第三者に転売され

ていたことが判明いたしました。このことから、事業者より事情聴取を行い、また、許可権者の県と協議した結果、理由書・始末書を提

出させることで計画変更承認を申請するものです。 

 以上、本議案につきましては、許可後の計画変更を承認することが適当であると思われます。 

議長  ただいまの審査班長報告に対し、ご異議はございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 
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議長  それでは、採決いたします。 

 本議案につきまして、審査報告のとおり承認相当とすることが適当と判断される方の挙手を求めます。 

  全員一致であります。よって、承認相当とすることに決しました。 

 局長。 

局長  農地法に基づく許可を要しない土地の証明願について、議案第５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  議案書１１ページ、地図３５から３６ページをご覧ください。 

 ５号議案につきましては、農地法に基づく許可を要しない土地の証明願でございます。 

 本議案は、高根町所在の、地目は畑、面積は２５７平方メートルであります。 

 当該地は、平成２年ごろ住宅を建築し、現在に至っております。 

 また、所有権は昭和４４年１１月１０日に、相続により取得しております。 

 ２０年以上宅地であった旨の証明といたしましては、平成８年３月６日に撮影された航空写真が添付されております。 

 また、平成６年の名寄せ帳もあわせて添付されております。 

 以上、本議案につきましては、農地法の許可を要しない土地と思われます。 

議長  ただいまの事務局説明に対し、ご異議はございませんか。 

  （「異議なし」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、農地法の許可を要しない土地と判断される方の挙手を求めます。 

  全員一致であります。よって、許可は要しないと決しました。 

 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６号を上程いたします。 
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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６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１２ページです。 

 １につきましては、東船橋に在住の申請人の母が平成２９年１月に死亡したことにより、耕作地５筆、３,２０１平方メートルのうち、

生産緑地である３筆、２,７０３平方メートルのうち、東船橋所在の１筆４９１平方メートルについて市長に買い取り申出を行うに当た

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、４月２５日に現地調査を行った結果、買い取り申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。 

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。 

  （「異議なし」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  船橋市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱の制定について、議案第７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７号につきましては、船橋市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱の制定についてでございます。封筒にお配りし

ました議案第７号と書かれた資料をご覧くださるようお願いいたします。 

 先月の総会で評価委員会の設置が決定されましたので、必要事項を定めるため、この要綱の案をお諮りするものです。 

 まず、第１条ですけれども、推進委員の候補者に係る評価を農業委員会に報告するため、この評価委員会を設置すると定めています。 

 第２条、評価委員会の任務として、候補者の評価と報告、第２項で必要に応じて面接などの審査を行うとしています。 
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 第３条、評価委員について、推進委員の担当地区に住む農業委員から各１名を選出すること、第２項、担当地区に住む農業委員がいな

いときはできるだけ近くの委員が評価委員となること、第３項、推進委員の候補者となった人は評価委員となることができないとしてい

ます。 

 第４条、評価委員会に委員長を置く、第２項、委員長は互選で選ぶとしています。 

 第５条、評価委員会は委員長が招集する、第２項、評価委員の半数以上の出席が必要としています。 

 第６条、委員長が会議の議長となること、第２項で、議事は評価委員の過半数で決定し、同数の場合は委員長が決めるとしています。 

 第７条、欠員が３分の１を超えたときは評価委員を補充するとしています。 

 裏面にいきまして、第８条、評価委員は職務で知った秘密を守るとしています。 

 第９条、必要があれば、この要綱と別に定めるとしています。 

 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。 

金沢委員  質問をしてもいいですか。 

議長  金沢委員。 

金沢委員  事前にちゃんと読めなかったので、教えていただきたいことがあります。普通、運営要綱を定めるときに、評価委員会の定数というの

をあらかじめ設けるのかなという気がします。今回、定数は数字は入っていないわけなんですが、これはどうして定数の数字が入らない

んでしたっけ。 

議長  事務局。 

事務局  定数というのは推進委員の定数ですか？ここでは、あくまで推進委員の担当地区ごとの評価委員を決めるということで、推進委員の担

当地区は７地区ありますので、その７地区から今の農業委員に各地区で１名出ていただく、この要綱ではそのように表しました。 

議長  金沢委員。 

金沢委員  いや、定数が入ってないと心配なのは、評価委員の欠員が定数の３分の１を超えた場合と書いてあって、つまり定数がないと３分の１
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を超えたのか何人なのかがわからないということなんです。それで考え方として、現在は、７地区でそれぞれ１人ずつ出ると定数は７人

になるかなと。だけども、例えばこれが８区になったり変更があったら、数字を入れちゃうとかえってやりにくいのかなと思ったんです

ね。なので、今回、要綱なので、また適宜、やりにくければ直せばいいと思うんですが、第７条との関係で定数がないとわかりにくいな

と思ったので、ちょっと発言いたしました。 

議長  事務局。 

事務局  ここでは、趣旨としては、今回でいいますと定数が７名になりますので、評価委員として、２名までは欠けても許さざるを得ないのか

なという状況がありまして、そういった趣旨でこういった規定にしたんですけれども、直接的な表現ではないのでちょっとわかりにくい

かなというのはあるかと思います。今後の取り扱いとして、推進委員については、農地１００ヘクタールにつき１人設置するということ

で国から示されておりまして、推進委員の定数自体が、今は１３人ですけれども、船橋市では毎年のように農地が数十ヘクタール減って

いるような状況ですので、そういった状況もあわせて慎重に検討して取り扱っていきたいと思います。 

議長  よろしいでしょうか。 

金沢委員  はい。 

議長  そのほか、ご異議はございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

議長  それでは、採決してよろしいでしょうか。 

  本議案につきまして、提案どおり制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、制定することに決しました。 

 続いて、協議事項に移ります。 

 １点目は、平成３０年度船橋市の農地等利用最適化推進施策に関する意見でございます。 

 このことにつきまして、事務局より説明願います。 

事務局  この件につきましては、農業委員会等に関する法律第３８条の規定により、農業委員会は必要があると認めるとき、関係地方公共団体
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に対し、農地等の利用の最適化推進に関する意見を提出しなければならないこととなっております。 

 このため、意見の提出を行うか、協議をお願いしたいと思います。参考として、封筒の前回の意見書をお配りしております。右上に「協

議事項１資料」と書いたものです。 

 なお、７月２０日に委員の改選があるため、現委員会で案を検討して、新委員会でその意見を決定し、提出するという流れが考えられ

ます。 

 また、意見の提出に当たっては、市の予算編成であります８月から９月には提出することがよいと考えられます。 

 説明は以上です。 

議長  本件について、ご意見がございましたら、よろしくお願いします。 

 金沢委員。 

金沢委員  微妙だなと思っていて、ほんとうは新しい農業委員がお決めになるのがいいのかなという気もしたんですね。というのは、結局、我々

の任期が７月で、案はつくるんだけれども、それを決定する機会はないということになるんですよね。だから、原案を今の農業委員会で

つくるんだけれど、それを、じゃ、これでいきましょうねと決めるのは新しい方とすると、我々としては、原案で入れたものが最終的に

どうなったのかを確認することができないことになると思うんですよ。だから、ほんとうは新しい方がつくったほうがいいのかなという

気がしなくはないんですけど、そのあたりはどうなるんですか。 

議長  事務局、よろしくお願いします。 

事務局  確かに、そういう考えもあろうかと思うんですが、一応、なぜこの時期かというと、本来であれば、市の予算ということから考えれば

もっと早い時期が適当ということも言えるかとも思いますので、そこは準備が遅かったことはお詫びしたいと思うんですけれども、そう

いう趣旨で、今年、何とかその時期には間に合わせるということと、新委員で最初からつくるというのも普通のことなのかもしれないん

ですけれども、より円滑に進めるために……。 

小池委員  システム的にわからないので、いいかげんなことを言って申しわけないんですけれども、逆に、我々の最終総会の段階で議決して通し

ちゃったものを提出しておくということは可能なんでしょうか。 
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事務局  はい、可能かと思います。 

小池委員  ならば、タイム的な問題は別として、もしそれが可能であれば、それで３０年度は出しておいて、新農業委員には、次年度に向けて、

あるいはそれの訂正があれば訂正を含めて進言するなり何なりという手法のほうが扱いやすいのかなと思うんですけれども、どうなんで

しょうか。 

議長  事務局。 

事務局  そうすると、１０日前後だと思うんですけれども、７月総会で最終決定を出してしまうということも考えられるかと思います。あと、

一応、もう一つの選択肢として提示しておきたいのは、今度のかわった後の最初の臨時総会は７月２４日から２８日の間に行いますので、

それだと結局、新しい農業委員会での決になってしまうんですけれども、臨時総会で最終決定するというやり方もあろうかと思うんです

けれども、いかがでしょうか。 

議長  局長。 

局長  ７月の総会の際に一応、今回の案を皆さんに決定していただいて、その決定していただいたものについて、臨時総会のときに、新しい

委員にも、こういう形で決定していますので市に報告したいと思いますけれども、ご意見があればという形で１回お諮りするぐらいの形

をさせていただけたらどうかなと思いますが、よろしいですか。 

議長  濱田委員。 

濱田騏一郎委員  いろいろ意見はあるんだろうけど、確かに７月で終わるんですけれども、この件において、やはり現職である程度詰めて、それで新し

い委員に付託するような感じのほうが、私はいいんじゃないかなと思うんですよ。そのために、いつも私は申し上げるんですけれども、

農政小委員会で煮詰めて付託したいと思うんですよ。それを今度、新しい年度になって報告して、新しい委員に一応、審査してもらうよ

うな形がいいんじゃないかなと思うんですけどね。とりあえず、農政小委員会に付託したいと思います。 

議長  ただいま濱田委員から、いろいろな問題点はあると思いますが、恒例のように農政小委員会に付託して協議していただきたいと思いま

すが、皆さんそれでよろしいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 
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議長  それでは、採決いたします。 

 平成３０年度船橋市の農地等利用最適化推進施策に関する意見について、農政小委員会に付託することに賛成の方の挙手を求めます。 

  （賛成者挙手） 

議長  全員一致であります。よって、そのように決しました。 

 続いて、協議事項２に移ります。 

 ２点目は、次期農業委員会における委員会についてでございます。 

 このことにつきまして、事務局より説明願います。 

事務局  本件は、次期農業委員会における委員会についてでございます。議案書は１４ページをご覧ください。 

 現在、農業委員会におきましては、農政小委員会・耕作放棄地対策検討委員会・学童農園支援委員会・農委だより編集委員会の４つの

委員会が設置されています。 

 ７月２０日以降の体制について、事務局案を検討しましたので、これを参考として内容についての協議をお願いしたいと思います。 

 まず、農政小委員会は、農業委員会として円滑に業務を行うため、新体制においても設置するものとしました。人数は、農業委員１４

名のうち７名としました。担当業務は、市への意見書・農地利用最適化の推進に係る指針の案の策定、農業委員会の活動計画・点検評価

の検討、その他新規事項の検討などとします。 

 続いて、農委だより編集委員会についても、効率的に農委だよりを作成するため、設置するものとしました。人数は、農業委員１４名

のうち５名としました。 

 続いて、学童農園支援委員会は設置せずに、農業委員会全体で対応するものとしました。 

 また、耕作放棄地対策検討委員会についても設置せず、農地利用最適化推進委員を中心として対策に取り組むとしました。 

 本日、参考として、今、設置されております委員会の要綱をお配りしました。 

 なお、委員会の設置が決定されましたら、要綱案について、改めてお諮りしたいと思います。 

 以上です。 
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議長  本件について、ご意見がございましたら、よろしくお願いいたします。 

 金沢委員。 

金沢委員  設置しないとなったものの中で、特に学童農園の関係なんですけど、ここでは全員で対応となっているんですが、農業委員会全体で学

童農園を支援するんだと、何か明記をされたりというふうになるんですかね。つまり、設置しなくなってしまうと、農業委員会として学

童農園をもうやらないよという意思表示になりかねないのがとても心配で、そのかわりと言っては何ですけど、農業委員会全体でやるん

ですよと明示されるものがほかにないと、とても心配なんです。 

議長  事務局、その辺のところ、説明をお願いします。 

事務局  趣旨としましては、事務の現状を見て、今、農業委員の中でも、かかわっていただいている方については地域で活動することが可能な

方を中心としてやっていただいているかなというところかと思うんですけれども、これから農業委員の人数が減ってしまうことなどもあ

りまして、２９年度中に農水産課や教育委員会と重々、学童農園の事務のあり方についても協議を進めたいと考えているんですけれども、

どこかに農業委員会のかかわりを文言や形として残すようなことは確かに考えるべきところなのかなと思います。 

議長  とりあえず、農政小委員会と農委だより編集委員会は残す、その後はまた相談、協議ということになるんでしょうか。 

事務局  そうですね。 

局長  学童農園の関係はまだちょっと流動的な部分があるということで、農水産課、教育委員会含めて話し合いを進めていこうとしていると

ころなんですね。非常に大事な施策でもあるので、やめるということはないんですけれども、今後、農業委員の数が減る中でどういう形

でやっていくのがいいのか、学校あるいは教育委員会の役割が何なのか、農水産課の役割は何で、農業委員会の役割が何なのかといった

役割分担等については、またある程度、練り直しをして、何らかの形でそれぞれの役割はこうですよということをどこかにつくっていく

ことはできると思います。その辺はまだこれからの検討になってくるとは思うんですが、農業委員会の中の小委員会的な意味合いのもの

は今回、外していこうかなと。事務的にあてがうのではなく、人数も半分ぐらいになりますので、何か事があれば、皆さんにお諮りして

お助けしていただきたいと考えております。 

金沢委員  じゃ、要望を。 
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議長  金沢委員。 

金沢委員  文部科学省でも、あるいは都市農業振興基本法でも、学童農園についての国の方針は、これからどんどん守っていこうという方針には

なっていると思うんですよ。せっかく船橋市の農業委員会が皆さんの協力で学童農園を続けてきたのが、委員会がなくなってしまうこと

で何か後退をしたような印象を持たれるのは非常に悔しいし、むしろ先進的にやってきたというところはあると思うんですね。なので、

ほんとうに先進的に取り組んできた、今後も取り組んでいくんだというのがどこかに明示されるような機会をぜひ設けていただけないか

なと思います。 

議長  小池委員。 

小池委員  事務局に数字のほうは言ってほしいんですけれども、学童農園支援委員会になっているわけですが、その前は推進委員会だったはずな

んですね。軸足が農水産課に移ることで、農業委員会としてはお手伝いをするという形。勘違いしてもらっちゃいけないのは、船橋市の

場合は、自校で既にやっているのが相当数あるんですよね。私たちは育てるまでが仕事であるはずのものが、長い期間、名前を変えてか

かわってきたという経緯があるわけですね。 

 それで、今、事務局側でも悩んでいるのが、各セクションの立ち位置が明確でないがためにというのがあるんですね。だから、このま

まただ単に支援委員会という名前だけを残しても、基本的に何の活動もできないことになってしまうので、その辺を含めて事務局預かり

でもってもう少し立ち位置について検討してもらうことと、私として要望するのは、学校農園というんでしたっけ、あちらにこれを内包

してもらうような形で、それそのものを一つの組織にしてもらって、それに農業委員会が何らかの形でかかわるような筋書きがあれば十

分かと思うんです。 

議長  今、小池委員から提案がありました。局長。 

局長  今、おっしゃられた学校農園は３０校以上あるんですが、これから２０２０年に学習指導要領改訂があって、その中で、学校で子供た

ちに農家を身近なものと感じさせるような教育を行うという形に改訂されることもありますので、教育委員会の意識ももっともっと持っ

てもらわないとまずいと思っています。その中で、今、小池委員からお話がありましたとおり、学校農園、学童農園を一つの塊としてど

うやっていくのか、そこに農業委員がどういうふうにかかわっていくのか、どのような協力体制が組めるのかを今後、各部門と相談させ
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ていただいて、何らかの形で農業委員会もご協力させていただくというスタンスはとっていきたいと考えます。 

議長  よろしいでしょうか。齋藤委員。 

齋藤委員  私もずっと学童農園にかかわってきまして、ほぼ１０年ですね。１２年。それをやることによって、とにかく子供たちが変わってきて

いたし、最初のころ、やらないうちは、うちは学校のすぐ横ですから、農地のビニールや何かに穴をぼこぼこあけたり、農地の中に平気

で入ってきて、それがいけないことだという感覚がなかったのが、自分たちでつくることによって、大事なものだと子供たちが変わって

きて、もうそういう被害は一切なくなったんですね。そういうふうにして子供たちが育ってきた。この学童農園をやるときに、ここには

今、載ってないんですが、こういうことを目的としてやりますという文書をかなりつくったと思います。あの項目を今後、やっていくた

めには、ぜひやってほしいんですけれども、内容の中に今まで私たちがつくり上げてきたことを入れてほしいんですね。その中には、か

なり高度というか、農業を知って、農業を大切にするとか、いろんな項目が２０近く入っていたのかな。そういうことをぜひともきちん

と継続の中に入れてほしいと思います。 

議長  ありがとうございます。ほかに。事務局。 

事務局  事務局としても、この事業自体は当時、井戸会長が平成１９年に提案されたお話だと思うんですけど、都市農業における農業者と住民

の交流ということで何かできないかと農業委員会で一生懸命、考えていただいて今の形に至ったということで、あとは、都合によってで

きなくなった学校もありましたけれども、そういうときに、農業委員の思いとして、地域で農業を浸透させるというところで事業の重要

性については重々認識しているつもりですので、今、言われたようなことは気をつけて取り扱っていきたいと思います。 

議長  それでは、学童のほうは引き続き協議ということでよろしいでしょうか。 

金沢委員  よろしくお願いします。 

議長  では、とりあえず２点だけ採決したいと思います。設置するかどうか、皆さんで挙手をしていただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 それでは、採決いたします。 

次期農業委員会における委員会について、農政小委員会、農委だより編集委員会を設置することに賛成の方の挙手を求めます。 
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議長  全員一致であります。よって、そのように決しました。 

 続いて、事務局より報告がございます。 

局長 まず、報告事項（１）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１５ページに記載のとおり、１件の報告書の提出

がありました。 

続いて、報告事項（２）でございます。農地の転用事実に関する照会について、議案書１５ページに記載のとおり、１件を局長専決と

して回答いたしました。 

 報告事項は以上でございます。 

議長  以上で、本日予定されました議案審議は終了いたしました。       （ ４時 ２分） 

 続いて、事務連絡がございます。 

 

事務局              事務連絡    

 

議長  次に、農政小委員長より連絡事項がございます。 

 

農政小委員長              連絡事項    

 

議長  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７分第５回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 

 


