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平成２９年 第 ６ 回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成２９年第６回船橋市農業委員会総会を６月７日午後３時船橋市役所７階７０５会議室に招集する。 

 

出席委員（２３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   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 

出席委員（１人） 

川井 洋基 

 

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６回農業委員会総会を開催いたします。 

 なお、川井委員から欠席の連絡が入っております。けがで欠席ということだそうです。 

 なお、審査報告に対しましては、木村委員にお願いしてございます。 

 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。 

 ９番濱田実委員と１７番金子一雄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号を上程いたします。 
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議長  本議案につきまして、石崎審査班長の報告を求めます。 

石崎審査班長  それでは、今月１日、神山茂樹委員、三橋誠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１ページから２ページをご覧ください。 

 １号議案の１につきましては、坪井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。 

 経営面積は約１０７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。 

 １号議案の２につきましては、坪井町に在住の譲受人が当該地を取得し、農業経営の安定を図るものです。 

 経営面積は約１００アール、農業従事者は３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。 

 以上でございます。 

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。 

  （「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、石崎審査班長の報告を求めます。 

石崎審査班長  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３ページから５ページをご覧ください。 
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 ２号議案につきましては、高根町に在住の申請人が、申請地と隣接する自己所有地を、農園利用方式の市民農園として貸しております

が、利用者の駐車場がないため、当該地を９台分の駐車場用地として整備するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑及び道路となっており、周囲は単管パイプ及び鉄柵施工し、申請地内は砂利敷きとして、トラロープ及び車止

め設置、雨水については、砕石敷きにより自然浸透とすることから、被害発生の恐れはないものと思われます。また、隣接農地は自己所

有地であります。 

 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１０ｈａ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、本議案については、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。 

 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、石崎審査班長の報告を求めます。 

石崎審査班長  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６ページから８ページをご覧ください。 

 ３号議案の１につきましては、豊富町で主に自動車の販売・整備・修理を行っている譲受人が、現在の車両置場が手狭であり、また、

従業員の駐車場を近隣で借りておりますが、事業所の隣接に賃借できる土地を確保できたため、当該地を借り受け、車両置場及び駐車場
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用地として整備するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑・宅地となっており、周囲はブロック土留めで施工、雨水については、砕石敷きにて自然浸透することから、

被害発生の恐れはないものと思われます。また、隣接農地所有者は譲受人であります。 

 なお、申請地は農用地区域内農地でしたが、農業振興地域整備計画の変更に基づき、平成２９年５月１日付で、農用地指定の除外がな

されております。 

 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、現在違反がないことを確認しております。 

 農地の区分については、現地が集団的農地おおむね１０ｈａ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、本議案については、許可相当と思われます。 

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。 

  （「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から６を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、審査班、木村委員の報告を求めます。 

木村委員  それでは、今月１日、土橋博之委員、川井洋基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４ページ、地図９から１１ページをご覧ください。 

 ３号議案の２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、５棟
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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・道路及び宅地となっており、周囲は土留めブロックで施工、雨水については、各宅地に雨水貯留槽を設置、

汚水・雑排水については、合併浄化槽を設置し、それぞれ既設雨水管に接続することから、隣接農地への被害発生の恐れはないものと思

われます。 

 また、隣接農地所有者には説明が行われております。 

 都市計画法の手続については、現在申請中です。 

 資力については、残高証明書及び融資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、申請地がガス管・水道管が埋設されている道路に沿っており、おおむね５００ｍ以内に、市立二和小学校と船

橋市身体障害者福祉作業所「太陽」の教育施設及び公共施設があることから、第３種農地と判断します。 

 議案書４ページ、地図１２から１４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、５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・道路・雑種地及び宅地となっており、周囲は土留めブロックで施工、雨水については、各宅地に地下貯留浸

透施設を設置、汚水・雑排水については、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、隣接農地への被害発生の恐れ

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ます。 

 都市計画法の手続については、現在申請中です。 

 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、申請地がガス管・水道管が埋設されている道路に沿っており、おおむね５００ｍ以内に、市立二和小学校と船

橋市身体障害者福祉作業所「太陽」の教育施設及び公共施設があることから、第３種農地と判断します。 

 議案書４ページ、地図１５から１７ページをご覧ください。 
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 ３号議案の４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、２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・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、雨水浸透貯留槽を設置、

汚水・雑排水については、合併浄化槽を設置し、それぞれ既設管に接続することから、隣接農地への被害発生の恐れはないものと思われ

ます。 

 また、隣接農地所有者には説明が行われております。 

 都市計画法の手続については、現在申請中です。 

 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、申請地がガス管・水道管が埋設されている道路に沿っており、おおむね５００ｍ以内に県立二和高校と船橋市

身体障害者福祉作業所「太陽」の教育施設及び公共施設があることから、第３種農地と判断します。 

 議案書５ページ、地図１８から２０ページをご覧ください。 

 ３号議案の５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、１２

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・道路となっており、周囲はコンクリートブロックで施工、雨水については、各宅地に浸透式貯留施設を設置、

汚水・雑排水については、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、隣接農地への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ます。 

 都市計画法の手続については、現在申請中です。 

 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、申請地がガス管・水道管が埋設されている道路に沿っており、おおむね５００ｍ以内に、県立二和高校と船橋

市身体障害者福祉作業所「太陽」の教育施設及び公共施設があることから、第３種農地と判断します。 
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 議案書５ページ、地図２１から２３ページをご覧ください。 

 ３号議案の６につきましては、白井市で主に貨物運送業及び倉庫業を営んでいる譲受人が、建築資材等の主要の配送元が船橋市内にあ

るため、事業の効率化及び拡大を図る上で必要なことから、当該地を取得し、８台の車両置場用地として整備するものです。 

 現地は畑、登記簿上は田で、隣接地は道路・河川及び水路となっており、周囲は既設土留めを利用し、雨水については、申請地は砂利

敷きで自然浸透することから、隣接地への被害発生の恐れはないものと思われます。 

 また、隣接農地はありません。 

 資力については、残高証明書及び融資証明書にて確認済みです。 

 農地の区分については、現地が集団的農地がおおむね１０ｈａ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、５議案につきましては、許可相当と思われます。 

議長  どうもご苦労さまでございます。 

 ただいまの審査班報告に対し、ご異議はございませんか。 

 小池委員。 

小池委員  ちょっと確認なんですけども、３号議案の２と３なんですけども、これは隣り合っているということでよろしいですか。 

議長  審査班。 

木村委員  はい。これは隣り合ってます。 

議長  よろしいでしょうか。 

小池委員  もうひとつ。 

議長  小池委員。 

小池委員 

 

 ３号議案の３なんですけれども、これ、地番が○○○というふうに表記されてるんですが、公図のほうだと○○○が上にくっついてい

るようになるんですけど、これは合筆か何かによって１つの番地になっちゃっているという判断でよろしいですか。 
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木村委員  はい。 

議長  そのほか、ご異議はございませんか。 

 金沢委員。 

金沢委員  すいません。議案の３の６号もいいんですよね。３の６号。 

議長  はい。 

金沢委員  議案３の６の、車両置場用地の件なんですけれども、図面、今、２１ページの地図を見ていると、申請地と川がすぐ近くみたいなんで

すけど、川沿いというふうに見ていいですか。 

木村委員  当該地は後ろに河川を隣接します。 

金沢委員  はい、以上です。 

議長  よろしいですか。 

金沢委員  はい。 

 実は、この地図をちょっと横にしていただくとあれなんですけど、北が右側になるように見ていただくと、北谷津川の上流部分に当た

って、実はこの下のほう、左のほうにずっと行くと、もう、床上浸水地域なんですよ。北谷津川が氾濫しちゃって、結構大変な地域の上

流部なんです。それで護岸に接しているものが、何かいじったりとかされると、川に影響が出ないか、すごく心配になっちゃうんですね。 

 今、船橋市のほうも、北谷津川の上流部分をちょっとずつ広げて、川が氾濫しないようにって頑張ってはくださってるんですけど、ま

だ、ここ、たどり着かないんですよ、川の工事が。だから、その川に接している部分があまり川に影響を与えちゃうと心配だなと思った

んですけど。 

議長  審査班。 

木村委員  これは砂利敷きで、現実に大型車の駐車場として使うんで、あまり近くにとめると崩れる可能性もあるんで、これはこの譲受人のほう

も、その辺は十分考えておきますという話はいただいています。 

 実際には隣接といっても、二、三メートル離れています。 
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三橋委員  離れていますね。 

木村委員  ええ。ということです。 

金沢委員  わかりました。 

議長  三橋委員。 

三橋委員  これやったおかげで一気に流れるということはないと思います。 

議長  金沢委員。 

金沢委員  私、その逆を考えて、大型車をとめると、要するに地盤をかたくしたりとか護岸をとめたりとかすると、川幅が狭くなるんじゃないか

と心配をしたんですよ。だから、そういうことがないのであれば、川幅に影響がないんであれば、多分、大丈夫かなと。 

 すいません。ちょっと心配でしたので、ありがとうございました。 

議長  そのほか、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、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７から１８を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、石崎審査班長の報告を求めます。 

石崎審査班長  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５ページから８ページ、地図２４ページから３７ページをご覧ください。 

 ３号議案の７から１８につきましては、関連議案でありますので、一括説明いたします。 

 市内で墓地事業を営む譲受人が、墓地拡張に伴い、墓地・管理棟・駐車場・道路用地として、当該地を取得し、整備するものでござい
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ます。 

 現地は畑で、隣接地は畑・宅地・道路及び墓地となっており、周囲はＬ型擁壁・コンクリートブロック及びフェンスで施工、雨水につ

いては、地下貯留槽を設け、管理等の汚水は合併浄化槽を設置し、それぞれ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。 

 なお、３号議案の７につきましては、議案の譲渡人が空欄となっております。これは、裁判により、譲受人に所有権移転を認める判決

が出ているためです。農地法施行規則第１０条第１項では、裁判の和解や判決がある場合は、譲受人の単独申請が可能とされているため、

今回の申請は、譲受人の単独申請となっております。 

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

 「船橋市墓地変更許可事前協議済書」が、平成２９年５月２９日付で添付されております。 

 なお、申請地は一部農用地区域内農地でしたが、農業振興地域整備計画の変更に基づき、平成２７年１０月５日付で、農用地指定の除

外がされております。 

 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１０ｈａ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、１２議案につきましては、許可相当と思われます。 

 以上です。 

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。 

 金沢委員。 

金沢委員  これも私は不勉強で、わからないので。 

 例えば、家なんかを建てたときに、１回、農業委員会で許可をしたのにもかかわらず、家が建たなくて変更が出てという、家だと、そ

ういうことってあると思うんですよ。ただ、お墓だと、お墓が建つというのは、いつ建つのかというのは、はっきりとわからないのかな
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というのがあって、墓地として整地をするんだけれども、そこが墓地、誰かがそこに埋葬されるという状態がずっとなくても、ここは墓

地ということで確保されていくと思うんですよね、多分。 

 何が言いたいかというと、こんなにいっぱいお墓作って、買う人いるのかというふうに。それで、確かに墓地の需要はすごく多いんで

すけれども、かなり大規模な開発というか。開発というのかな、そういうものなので、実態として、これだけ用地を転用して作って、大

丈夫なのかしらというのは、ちょっと気になったんです。 

 だから、見込みないからやっぱりやめたというふうに途中で変更申請が来るような、そういうことというのは起きないのだろうかとい

うのが気になりました。 

議長  じゃあ、事務局から。 

金沢委員  よろしくお願いします。 

事務局  これにつきましては、一応、墓地の拡張ということなんですけれども、今の既設の霊園が２３年に、当時開園されたんですけれども、

そのときには１,３５９基の許可をいたしまして、今、６年間であと１５７区画残りとなっております。 

 今回の１,５８１基なんですけれども、これもこれから年度ごとに３０年から３１年の計画を立てて、大体なんですけれども、１１０

から２３０ぐらいの区画数を、どんどん積み上げていくという形の計算で、こういう形で申請が出ているということは確認しております。 

議長  金沢委員。 

金沢委員  つまり需要の見込みがあって、この１,５８１基という数はきっと計画されていると。 

事務局  そうです。やみくもに数を出したというわけではなくて、既存の墓地の計算をもとに、こういう計算が成り立ったものと。 

金沢委員  すごいですね。ありがとうございました。 

議長  そのほか、ご異議はございませんか。 

 奈良委員。 

奈良委員  ちょっと教えていただきたいんですが、７番の、先ほど裁判で決まってはいいですけど、普通ですと、これは譲渡人の名前が載るんで

すけど、これ載らないというのは、どういう理由で載らないんですか。譲渡人の名前が。 
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議長  事務局、よろしく。 

事務局  譲渡人さんについては、さっき石崎委員さんのほうから説明があったんですけれども、もう裁判の確定で、譲受人さん、もうそちらに

所有権を移転せよという形の判決が出てますので、譲受人さんのみの申請ということになっております。 

奈良委員  ということは、お寺のほうの土地になってる。 

事務局  いや、今はまだ地権者の方１０人ぐらいの共有なんですけれども、その方の所有にはなっています。 

奈良委員  １０人の。 

事務局  はい。 

奈良委員  私、ちょっと理解できないです。すいません。 

岡庭委員  その前段の裁判の内容を知らないんで、何でその裁判になっているのかというのがわからないんで、ただ判決が出たと言われてもわか

らないというところがあります。 

事務局  今のご質問の中で、裁判の中身なんですけれども、裁判の中身は、ちょっと申しわけないですけど、今、把握していなくて、ただ、農

地法施行規則の中の第１０条の中に、権利の設定、また移転に関し、裁判が確定した場合については共同、譲渡人、譲受人の、普通であ

れば共同申請になるんだけれども、裁判が確定していれば、譲受人の単独申請でいいよという形になっています。 

奈良委員  それがちょっと理解できないんです。今の説明ですと。 

議長  局長。 

局長  同じご説明になっちゃいますけれども、農地法の施行規則の中で、今のような裁判の判決が出ている場合については単独申請していい

という規定があるんですよ。なので、この規定に基づいて、こういう形になっているということなので、どういう裁判の中身だったのか

というのは、具体的には事務局でもつかんではおりませんけれども、所有権移転を認めるという判決が出ていると。つまり、要は、実際

に登記簿の移転はされていないけれども、裁判が確定しているので、移転することは、もう間違いないという実情にあるということで、

単独申請が許されているというふうになっていることだと思います。要は、実際に登記簿の移転登記の手続は踏まれていないけれども、

確定裁判判決が出ているということをもって、もう既に譲渡人側に所有権が来ている状態だという前提で単独申請が許されている。 
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奈良委員  今、気になるのは、理解できますけど、あとは、これからこういうことも、我々はあとの農業委員の人たちに、そういう相談を受けた

ときに、そういうものがあるということをよく説明できるような方法じゃないと、こういうのが１回出ると、やっぱりみんな… 

局長  要するに、登記簿の移転というのは、手続を踏めば、いつでもできるわけでしょうけれども、今、現時点においては、実際に登記簿、

移転登記の申請をされていないけれども、確定判決をもって、もう所有者は譲受人、要はお寺のほうですよね。お寺さんのほうに、実質

的には、もう移転されているというのが裁判で確定しているので、裁判で確定しているということは、要は移転登記という手続が踏まれ

ていないだけであって、実質的には、もう確定判決ですから、表向きに対して公示しているわけではないけれども、判決をもって実際の

移転はされているというふうにみなされると。 

奈良委員  すいませんね。変なこと言って。 

議長  奈良委員。 

奈良委員  念のために、すいません。 

 裁判にかかるということは、債権が発生していて、それをやりとりするという裁判ですよね。そうすると、その具体に発生しているも

のが、お寺がその権利を持っていて裁判しているのか、それによって違いますよね。そうじゃなくて、あるいは相続人たちでもめていて

裁判をしていて、それによっても違うと思うんですね。それがどういうふうになって、その名前が出ないでもいいのかということが、ち

ょっとわからないんですけれども。 

局長  判決の中身は、要は、現在ついている仮登記を本登記にしなさいという判決なんです。言ってみれば。確定判決ですから、これにもう

従わざるを得ないという状況になっているわけですね。なので、登記というのは、あくまでも手続を踏んだ踏まないかというふうな状況

ですから、今、現時点においては、既に、これを判決をもって、所有権は譲受人側に移っているものとみなされるということで、この農

地法の施行規則１０条１項では、その判決が出た場合には単独。譲受人側の単独で手続ができるということですので。 

奈良委員  そこまでわかりましたね。それでも、譲渡人がいるわけですよね。 

局長  譲渡人というのは資格がなくなったということなんです。判決によって。 

奈良委員  よくわかってないな。でも、いいかげんな理解であれしていると、またこういう事例というのは起こるものですから。 
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議長  三橋委員。 

三橋委員  奈良さんと同じ考えで、私もその申請者ともう一人の不動産屋さんと会ったときに、どうして裁判になったんですかと聞いたら、何人

か、そういう普通に手続することができない事情があって裁判になったということで、１つだけ、１人だけ教えてくださいと言ったんで

すね。どういう事情か。そうしたら、土地の所有者が亡くなっていて、そこをまた買った人がいて、仮登記。そのままだと普通の取引で

きないんですよね。いないから。いくら仮登記でも、仮登記の人と買う人が取引ができないんですよね。だから裁判に持ち込んで、裁判

所に認めてもらった。それが１人です。そのほかは教えてもらえませんでした。 

議長  奈良委員、よろしいでしょうか。 

三橋委員  いろいろ事情がある人です。 

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  平成２９年度第１次農用地利用集積計画について、議案第４号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、事務局のほうから説明をお願いします。 

事務局  議案第４号につきましては、平成２９年度第１次農用地利用集積計画についてでございます。 

 議案書は９ページです。 

 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項で、市は農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を定めなければならない旨の規定がご

ざいます。 

 このことにより、市長から農用地利用集積計画を作成したので、農業委員会の決定をいただきたい旨の依頼がありました。 



 

 
15 

 １は神保町の畑１筆４,７１２㎡のうち２,７１２㎡に、賃借権２年６カ月、２は二和西の畑２筆１,９９７㎡に使用貸借権２年６カ月、

３は二和西の畑３筆３,００２㎡に使用貸借権２年６カ月恐れぞれ新規に設定するものです。 

 事務局において、借り手の経営状況等を確認調査した結果、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号の要件を満たしており、計画

を承認することが適当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、平成２９年度第１次農用地利用集積計画として承認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。よって承認することに決しました。 

 局長。 

局長  農地利用最適化推進委員の選考について、議案第５号を上程いたします。 

議長  本議案に入る前に、審議に入る前に、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、三橋委員、飯島委員、武藤委員の３名に退席

をお願いいたします。 

         三橋委員、飯島委員、武藤委員退室   

議長  本議案の審議に当たり、先日開催しました、農地利用最適化推進委員候補者評価委員会におきまして、私が委員長に選出されましたこ

とをご報告いたします。 

 それでは、評価委員会の結果については、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

事務局  では、説明に先立ち、まず、資料をお配りいたします。少々お待ちください。 

 選考では、まず、評価委員で話し合い、審議が行われ、その後、採決が行われました。 

 審議におきましては、農業委員会等に関する法律第１７条に書かれております「農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者
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のうちから委員を委嘱する」ということを踏まえまして、地域の農業に詳しく、業務を円滑に進めることができる方を選ぶよう、検討が

行われました。 

 それでは、評価委員会が選出された１３名を読み上げます。 

 第１地区、武藤英夫氏、第２地区、白井廣司氏、藤平尚志氏、第３地区、飯島行雄氏、渡邉和雄氏、第４地区、岩佐常信氏、櫛田直樹

氏、第５地区、伊藤賢司氏、齊藤義夫氏、第６地区、伊藤栄一氏、平野恵昭氏、第７地区、織戸孝氏、三橋誠氏、以上の１３名が選出さ

れました。 

 続いて、今後の流れについて、ご説明します。 

 まず、候補者の案が決定されましたら、改選後の臨時総会におきまして、前農業委員会による候補者の案として事務局から提案し、新

たな農業委員会の承認を得た上で委嘱を行うという流れとなります。 

 以上です。 

議長  本議案につきまして、何か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。 

 農地利用最適化推進委員の候補者の案として、評価委員会の報告のとおり、選出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。 

 それでは、３名の方、入室願います。 

          三橋委員、飯島委員、武藤委員入室   

議長  それでは、続いて、事務局より報告がございます。 

局長  それでは、ご報告いたします。 

 報告事項の１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１１ページに記載のとおり１件の届出

を受理いたしました。なお、あっせんの希望はありませんでした。 
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 報告事項の２でございます。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１２ページから１７ページに記載のとおり、

４月中に２０件の届出を受理いたしました。 

 報告事項の３です。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１８ページから２５ページに記載のとおり、４月中に

２８件の届出を受理いたしました。 

 以上、報告事項１から３の届出について、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。 

 次に、報告事項の４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２６ページに記載のとおり、２件の

通知がありました。 

 報告事項の５、転用許可に伴う工事完了報告について、議案書２７ページから２８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。 

 次に、報告事項の６です。農地転用許可後の工事進捗状況報告について、議案書２９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。 

 報告事項の７、農地の転用事実に関する照会について、議案書３０ページから３１ページに記載のとおり、６件を局長専決として回答

いたしました。 

 次に、報告事項の８、軽微な農地改良の届出書の受理について、議案書３２ページに記載のとおり、２件の届出書を受理いたしました。 

 報告事項の９、農地の埋立等工事完了届出書の受理について、議案書３３ページに記載のとおり、２件の届出書を受理いたしました。 

 報告事項の１０、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３４ページに記載のとおり、２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報告いたします。 

 最後に、報告事項の１１、４月１９日に実施いたしました第１回の農地パトロールの結果、新たな違反転用などはありませんでした。 

 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。       （３時５０分） 
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事務局 

 続いて、事務連絡がございます。 

 

             事務連絡 

 

 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３時５３分第６回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


