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平成２９年 第 ７ 回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成２９年第７回船橋市農業委員会総会を７月７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（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   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    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） 

川井 洋基   木村 正伸 

 

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７回農業委員会総会を開催いたします。 

 なお、木村委員、川井委員から欠席の連絡が入っております。 

 ただいま議会が開催中ということで、議員の方３名は本会議に出ておりますので、議会が終わり次第、出席していただける

ということでございます。 

 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。 

 ５番石井俊郎委員と、１６番土橋博之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。 

 次長。 



 

 

2 

次長  本日は、局長が市議会に出席しておりますので、かわりに務めさせていただきます。 

 それでは、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、濱田騏一郎審査班長の報告を求めます。 

濱田審査班長  それでは、今月３日、橋本邦俊委員、飯島行雄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、三咲１丁目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２９２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。 

 １号議案の２につきましては、三咲９丁目に在住の譲受人が当該地を取得し、自己所有地への通路を確保するものです。 

 経営面積は約２２７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、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  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。 

 本件につきまして、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。 

 次長。 

次長  農地法第３条許可申請につきまして、議案第１号の３から５を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、審査班長の報告を求めます。 

濱田審査班長  それでは、引き続き審査班としての所見を申し上げます。 
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 議案書２から３ページ、地図３から６ページをご覧ください。 

 １号議案の３から５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。 

 西船２丁目の在住の譲受人が当該地である畑及び通路部分の持ち分を取得し、農業経営の安定を図るものです。 

 経営面積は約２２９アール、農業従事者は５名で、農機具も一式保有しております。 

 以上、３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。 

 次長。 

次長  農地法第３条許可申請について、議案第１号の６と７を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、審査班長の報告を求めます。 

濱田審査班長  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７から１０ページをご覧ください。 

 １号議案の６につきましては、三咲９丁目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２２７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。 

 １号議案の７につきましては、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。 

 経営面積は約１３１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
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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。 

 次長。 

次長  農地法第４条の許可申請につきまして、議案第２号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、審査班長の報告を求めます。 

濱田審査班長  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。 

 ２号議案の１及び２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。 

 夏見に在住の申請人が、近接する自動車販売会社からの要望により、現在の車両置場が手狭なことから、当該地を車両置場

として整備するものです。 

 登記地目は田、現況は畑で、隣接地は道路・宅地及び水路となっており、周囲は単管パイプで施工し、雨水については浸透

性舗装とし、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、隣接農地はありません。 

 資力につきましては、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種農地として判断します。 

 以上、２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。 
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  （「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。 

 次長。 

次長  農地法第５条の許可申請について、議案第３号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、審査班長の報告を求めます。 

濱田審査班長  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、地図１４ページから１６ページをご覧ください。 

 ３号議案の１及び２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。 

 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、３棟の建売分譲住宅を建

築するものです。 

 現地は畑で、隣接地は宅地・雑種地及び道路となっており、周囲はブロック積みで施工、雨水については抑制施設で処理し、

汚水・雑排水については浄化槽で処理することから、被害発生の恐れはないものと思われます。 

 また、隣接農地はありません。 

 都市計画法の手続については、現在申請中であります。 

 資力につきましては、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、現地がガス管・雨水管が埋設されている道路に沿っており、おおむね５００ｍ以内に市立高根東小

学校と県立船橋東高等学校があることから、第３種農地と判断します。 

  議案書５ページ、地図１７から１９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
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より、１４棟の建売分譲住宅を建築するものです。 

 登記地目は田、現況は畑で、隣接地は田及び水路となっており、周囲はブロック積み及び型枠ブロック擁壁を設置、雨水に

ついては貯留槽を設け、汚水・雑排水については、合併浄化槽を設置することから、近隣農地等への被害発生の恐れはないも

のと思われます。 

 また、隣接農地所有者への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。なお、農作業に

伴う生活環境への影響に関しては、理解した旨の確認書が提出されております。 

 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、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。 

 議案書５ページ、地図２０ページから２２ページをご覧ください。 

 ３号議案の４につきましては、市内で主に家具及び室内装飾品の販売を営む譲受人が、現在、資材置場が手狭なことから、

当該地を取得し、資材保管置場として整備するものです。 

 現地は田で、隣接地は田・水路及び雑種地となっており、周囲は既存の土留めが施工されており、雨水については転圧整地

し、自然浸透することから、近隣農地等への被害発生の恐れはないと思われます。 

 また、隣接農地所有者への説明が行われております。 

 資力については、残高証明書及び融資証明書で確認済みです。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、４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  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。 

 奈良委員。 

奈良委員  ３号のすぐそばを北谷津川が流れているんですが、ここはよく大雨が降ると橋も沈没しちゃうようなところですけれども、

高さとかはどのぐらいの、水害の被害とかはどんな具合でしょうか。 

議長  事務局から説明いたします。 

事務局  この建売につきましては、川底からの高さについてはわかりませんけれども、河川管理整備課とも協議はしております。 

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。 

  （「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。 

 次長。 

次長  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４号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局  議案第４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６ペー

ジと７ページです。 

 １につきましては、高根町に在住の申請人の父が、平成２８年１１月に死亡したことにより、耕作地２９筆、１万７,８１０

㎡のうち、生産緑地の指定を受けている新高根所在の２筆、２,５２７㎡について、市長に買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。 
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 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６月２６日に現地調査を行った結果、買取り申出事由を生じた

者が、生産緑地法施行規則第２条の規定による一定割合以上従事している者であると思われます。 

 ２につきましては、藤原に在住の申請人が、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１万１,０５７㎡のうち、生産緑地の指定を受けている本中山、上山町及び藤原所在の５筆、３,

１３０㎡について市長に買取り申出を行うに当たり、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、６月２６日に現地調査を行った結果、買取り申出事由の生じ

た者が、生産緑地法第１０条の規定による農業の主たる従事者であると思われます。 

 ３及び４につきましては、相続に伴う関連議案ですので、一括で説明いたします。 

 ３の南三咲に在住の申請人及び４の松が丘に在住の申請人の父が、平成２８年４月に死亡したことにより、耕作地９筆、２

万５,４２６㎡のうち、３番では、生産緑地の指定を受けている松が丘所在の２筆、５,６５１㎡、また、４番では同じく松が

丘所在の１筆、３３１㎡について、市長に買取り申出を行うに当たり、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、７月３日に現地調査を行った結果、買取り申出事由の生じた

者が、生産緑地法施行規則第２条の規定による一定割合以上従事している者であると思われます。 

 続いて、５につきましては、坪井町に在住の申請人が、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１７筆、１万１,１７３㎡のうち、生産緑地の指定を受けている坪井東所在の２筆、

４,８６９㎡について、市長に買取り申出を行うに当たり、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、６月２７日に現地調査を行った結果、買取り申出事由の生じ

た者が、生産緑地法第１０条の規定による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） 
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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、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。 

 次長。 

次長  相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について、議案第５号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、事務局から説明を願います。 

事務局  ５号議案につきましては、相続税の納税に係る特例農地等の利用状況の確認についてでございます。議案書は８ページ、９

ページです。 

 相続税の納税猶予の特例適用を受け、２０年間の営農の継続により納税が免除される者について、平成２９年４月１４日付

で船橋税務署長から、該当する農地の利用状況について、確認書の提出が求められたものです。 

 確認内容としましては、１、自ら所有し、農地として使用している。２、自ら農地として使用していない。３、譲渡等によ

り、現在、所有していないの３つから選択して、回答するものです。 

 これを受け、５月中に本人立ち会いのもと、事務局にて現地調査と事情聴取を行いました。 

 相続人の住所、氏名、農地を相続した日と免除の予定日、該当する農地の所在、筆数、面積につきましては、議案書のとお

りとなります。 

 これらの農地が適切に耕作されていることを確認いたしましたので、該当農地について「自ら農地として使用している」と

して回答することについてお諮りするものです。 

 以上です。 

議長  ありがとうございます。 

 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） 
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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、相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について、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。 

 次長。 

次長  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、議案第６号を上程いたします。 

議長  本議案につきましては、平成２９年第５回総会において、農政小委員会に付託した案件でございます。 

 金子一雄農政小委員長の報告を求めます。 

農政小委員長  本件につきましては、６月７日に農政小委員会を開催し、検討を行い、お手元にお配りしました意見書（案）を作成いたし

ました。 

 内容につきましては、事務局より読み上げるよう、お願いいたします。 

事務局  では、手元にお配りしました右上にある「議案第６号」と書かれた資料をご覧くださるようお願いします。内容を全て読み

上げさせていただきます。１枚めくっていただいて、平成３０年度船橋市における農地等利用最適化推進施策に関する意見。

当市の農業は、都市近郊という立地条件を生かし、消費者に新鮮で、安心、安全、高品質な農産物を供給しております。また、

都市農地は住民に豊かな緑と、実りある空間を提供し、自然環境の保全、防災、教育、福祉等、多面的な機能を担っています。 

 当農業委員会におきましても、地域住民の方々や子供たちに都市農業への理解を深めていただくための交流活動を行ってま

いりました。当委員会は、都市農業の発展的な継続を図り、良好な都市環境の形成に資することを目的とする都市農業振興基

本法及び都市農業振興を計画的に推進する施策や方針について定める都市農業基本計画の理念に基づき、本市において生産者

と消費者の相互理解を深める農のあるまちづくりを推進し、船橋の都市農業のさらなる発展のための施策を実施されるよう望

みます。 
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 当委員会においても、本年７月の農業委員の改選、農地利用最適化推進委員の新設、所掌事務の見直し等、新体制への移行

について準備を進めており、今後も農地、農業を守る農業委員会としての役割を果たしてまいります。 

 つきましては、平成３０年度の市政運営について、各種農業施策の推進に当たり格別のご配慮をお願いしますとともに、農

地等利用最適化推進施策に関する意見を十分ご検討の上、行政施策並びに予算措置等を実現されますよう、農業委員会等に関

する法律第３８条第１項により意見を提出します。 

 ２ページ目に移ります。１、農業委員会等に関する法律の改正により、本年７月から、農業委員については市長の選任制へ

移行しました。今まで、農業委員は選挙によって選ばれた地域の代表として、また地域の実情を熟知しているという自負のも

と、所掌事務に当たってまいりました。このことにより、農地の権利を調整し、農地を守っていく上で円滑に職務を遂行でき

たものと考えます。制度改正後も地域の代表制が確保され、農地の管理を担う機関としての役割が発揮できるよう、十分なご

配慮をお願いいたします。 

 ２、農業委員会では、農地の利用状況調査や、遊休農地所有者に対する意向調査等、遊休農地の解消に向けた取り組みを進

めております。今後、新たに設置する農地利用最適化推進委員とともに、農地に係る調査の強化や、関係者への働きかけ等、

さらなる推進を図ってまいります。 

 市におかれましても、遊休農地の解消や活用に向けた事業を実施し、市内農地の有効利用を推進するよう、お願いいたしま

す。また、農業所得の減少により、農業経営が困難になっていることに伴う後継者不足も、遊休農地が増加する原因と考えら

れます。農業経営への支援、後継者対策及び新規就農への支援等に関する施策の拡充につきましても、あわせて要望します。 

 ３、学童農園は、子供たちにとって、農業や食の大切さを学び、また、地元船橋への郷土愛を醸成する貴重な体験の場とな

っており、農業委員会としても全面的に協力してきたところです。しかしながら、都市化の進展とともに、学校周囲に農地が

減少し、学童農園の継続を断念した学校があり、この先も継続困難となる地区が生じることが予想されます。このような状況

を踏まえ、現在の学童農園の運営方法を見直し、今後も継続して児童・生徒が農業の大切さを学ぶことのできるよう、教育委

員会が主体となった積極的な施策の検討をお願いいたします。 
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 ３ページ目でございます。４、都市農地が多面的機能を発揮するためには、農業経営を安定的に継続できるようにする施策

が必要となります。都市農業振興基本法によって、国及び地方公共団体は都市農業の振興、農地の運営において必要な施策を

講じることが規定されており、同法第８条では、政府は都市農業の振興に関する施策を実施するため、必要な法制上、財政上、

税制上、または金融上の措置、その他の措置を講じなければならないとされています。このため、農地の固定資産税等の課税

に当たっては、農業者の生産性、経営実態を踏まえ、農業者の負担にならず、営農継続意欲を持続できる課税に努めるようお

願いします。 

 また、相続税については、納税猶予の２０年営農継続による免除制度の復活や、農地内作業所、農業用倉庫等、農業経営上、

必要な施設についても納税猶予の対象とするよう、国や関係機関への働きかけをお願いいたします。 

 続きまして、４ページ、５ページに移ります。その他の要望事項として、以下の各要望につきましても、農業者の声として

あわせてご検討いただくよう、お願いいたします。農業後継者対策として市が実施する婚活事業について、今後もご協力をお

願いします。船橋市単独事業、施設園芸再整備事業については今後も継続をお願いします。防災協力農地に登録により、災害

発生時の市民の避難場所等として協力している中で、市民に対しても農業や農作業に対する理解を深めるためのさらなる啓発

の実施をお願いいたします。 

 農地周辺の開発の際には、農業生産が継続できる環境を維持するよう、指導をお願いします。また、生産緑地であっても、

隣接地の状況により農業生産が不可能になった場合等の救済施策について、検討願います。 

 農産物の盗難、ビニルハウス等の設備の毀損、ごみの投棄、ペット等の排泄物の放置等により、農業生産に支障を来してい

るため、積極的に啓発活動を実施し、発生防止対策を検討願います。 

 安定的な農業生産には、土づくりを絶え間なく行うことが必要です。農産物価格が低迷する中、継続して土づくりを行い、

質の高い作物の生産に努力している経営体に対し、必要な堆肥や有機資材、緑肥、種子などの資材経費について、負担軽減策

を検討願います。 

 産品ブランド推進施策について、今後も継続をお願いします。 
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 農薬散布について、生産者としては一定の曜日、時間に行う等の取り組みを行っておりますが、近隣住民からの苦情に対応

が行き届かないことがあります。市におかれましても、市民の農業への理解を深めていただくよう、広報等で啓発することに

ついて検討願います。 

 砂ぼこりに係る近隣住民からの苦情に対して配慮しておりますが、対応に苦慮しております。つきましては、市民と生産者

とのよい関係につながるよう、防砂ネットや緑肥等の砂じん対策への補助について検討願います。 

 以上です。 

農政小委員長  以上のとおりご報告いたします。 

議長  ただいまの報告に対し、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３０年度船橋市農業施策に関する意見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、本案を意見とすることに決しました。 

 なお、意見書につきましては、７月２０日以降、新たな農業委員会の承認を経た上で、市長に直接お渡しする予定でござい

ます。 

 次長。 

次長  農政小委員会設置要綱及び船橋市農委だよりの発行に関する要綱の改正について、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、農政小委員会設置要綱及び船橋市農委だより発行に関する要綱の改正についてでございます。

右上に「議案第７号」と書いた資料をご覧ください。５月総会におきまして、次期の農業委員会におきましても、農政小委員

会と農委だより編集委員会を設置することを決定していただきました。これを受けて、要綱の中で必要な改正を行うものです。 

 まず、農政小委員会設置要綱についてご説明します。左側が新しい内容で、下線を引いたところが変更箇所です。第１条は
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文章の整備で、内容に変更はありません。「調査、研究」であったものを「調査及び研究」としております。 

 第２条は、５月総会で決定いただいたとおり、人数を７人とするとともに、現行の選挙・選任委員の区分を削除します。 

 第３条は、これまで任期の規定がなかったため、新たに規定するものです。 

 ２ページに移ります。第５条及び第６条は文章の整備で、内容に変更はありません。「会長、同会長職務代理者」を「会長及

び同会長職務代理者」とし、「調査、研究し」であったものを「調査及び研究を行い」としております。 

 続いて、附則では、施行日の表記の方法を変更しております。 

 農政小委員会設置要綱は以上です。 

 続いて、農委だよりの発行に関する要綱に移ります。同じく、資料の３ページをご覧ください。改正前の第１条で、要綱の

目的と、農委だよりを発行する目的を定めておりましたが、これを第１条と第２条に分けております。まず、第１条で、要綱

の趣旨として、「この要綱は船橋市農委だよりについて必要な事項を定めるものとする」としております。続いて、第２条は、

発行の目的として、「農業委員会が農業一般に関する情報を提供することにより、船橋市の農業の振興に資するため、農委だよ

りを発行する」としております。用語を農業委員会法にあわせるため、「農業に対する情報」とされていたものを「農業一般に

関する情報」としております。 

 続いて、第２条の第２項で、必要に応じて臨時に発行できることを規定します。 

 続いて、４ページに移ります。第４条の第５項で、農委だより編集委員長の役割として、「編集委員会を総理する」と追加し

ております。 

 また、同じく第７項で、任期についての表現、言い方を変更しております。 

 以上であります。 

議長  ありがとうございます。 

 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） 
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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、原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、原案どおり制定することに決しました。 

 次長。 

次長  平成３０年度税制改正要望事項について、議案第８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８号につきましては、平成３０年度税制改正要望事項についてでございます。 

 右上に「議案第８号」と書いた資料をご覧ください。 

 本件につきましては、昨年度の内容をもとに、先に各委員からいただいた要望事項の内容を踏まえ、事務局にて案を取りま

とめました。網かけの部分が、今回、追加する部分です。初めに、１番の（１）、今年度末に期限の切れる特例措置についてで

す。１点が固定資産税・都市計画税、もう１点が軽油取引税に係る内容となります。 

 まず、固定資産税・都市計画税につきましては、農地に対する負担調整の制度の継続を要望しております。現状の制度とし

ては、平成２７年の土地の評価替えによって、土地の評価額が上がった場合、毎年の増税額について、最大でも前年の１割に

とどめることで、急激な税額の上昇を抑えるというものです。なお、この制度は市街化調整区域内の農地及び生産緑地を対象

としたものです。平成３０年度に土地の評価替えが行われるため、税額が増える可能性があることから、制度の継続を要望す

るものです。 

 ２点目は、軽油取引税の免税についてです。農業者が、農業において耕うん機、トラクター、脱穀機、もみすり機等に使用

する軽油が、現在、免除されております。１リットル３２.１円の税額ですので、１,０００リットル使用すれば３万２,１００

円の効果があります。この制度は農家への負担軽減策となっており、制度の継続を要望しますが、申請手続が煩雑となってお

りますので、簡素化についてもあわせて要望するものです。 

 下に移ります。（２）期限の切れる特例措置以外の内容です。こちらでは、相続税・贈与税について、新たに５番として、基
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礎控除額の引き上げを要望しております。一度、２ページをご覧ください。下の欄の網かけの部分で、今の説明としまして、

相続税納税のための転用が後を絶たないため、農業継続のため基礎控除額を引き上げ、後継者が安心して就農できるようにす

ることとしております。 

 １ページに戻ります。次に、今回、所得税・法人税について、特定事業用資産の買いかえ等の課税の特例措置が、３年延長

して廃止する方針が示されておりますが、要望として、特例措置ではなく制度として継続するよう、追加をしております。 

 また２ページに移ります。次に、全体に係る要望として、税制特例措置等について周知が不足しているため、具体的な事例

を示すなど、わかりやすい内容で、周知の機会を増やすことを要望するとしております。 

 そのほかの項目については、前回と同様の内容です。 

 なお、前回、消費税についても照会がありましたが、こちらは増税が平成３１年１０月に延長されたことから、今回の照会

には含まれておりません。 

 以上です。 

議長  ありがとうございます。 

 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、平成３０年度税制改正要望事項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。 

 続いて、事務局より報告がございます。 

次長  まずは、報告事項１でございます。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、２件の届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。 
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 続きまして、報告事項２、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１６ページに記載の

とおり、５月中に１４件の届出を受理いたしました。 

 続きまして、報告事項３、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１７ページから２２ページに記載の

とおり、５月中に２４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。 

 続きまして、報告事項４、転用許可に伴う工事完了報告について、議案書２３ページに記載のとおり、２件の報告書の提出

がありました。 

 事務局で現地調査し、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。 

 続きまして、報告事項５、農地の転用事実に関する照会について、議案書２４ページから２５ページに記載のとおり、４件

を局長専決として回答いたしました。 

 報告事項６、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２６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報告いたします。 

議長  ありがとうございます。 

 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４５分） 

 次に、今期で退任される方への事務連絡がございます。 

 

事務局              事務連絡    

 

議長  続いて、事務連絡がございます。 
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事務局                       事務連絡    

 

議長  次に、農委だより編集委員会副委員長より連絡事項がございます。 

 

農委だより副委員長                        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４８分第７回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


