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平成２９年 第 ８ 回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成２９年第８回船橋市農業委員会総会を８月８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（１４人） 

小池 正一   湯浅 清春   石井 俊郎  藤城 孝義   菊池 眞夫   髙橋 光一   齋藤 教子   興松 勲 

神山 茂樹   土橋 博之   石山 幸男  小川 晃    金子 一雄   岡庭 一美 

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８回農業委員会総会を開会いたします。 

 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。 

 ４番藤城孝義委員と、１１番石山幸男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。 

議長  本議案につきまして、石井審査班長の報告を求めます。 

石井審査班長  それでは、今月２日、齋藤教子委員、湯浅清春委員とともに審査をいたしましたので、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から３ページをご覧ください。 

 １号議案につきましては、飯山満町に在住の譲受人が当該地を祖父から贈与により取得し、農業後継者として農業経営の安
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定を図るものです。 

 経営面積は約８６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。 

 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、ご異議はございますか。 

 小池委員。 

小池委員  誠に申し訳ないですけど、この譲渡人・譲受人の年齢を教えていただければ。大体でいいんですけれども。 

事務局  譲受人の○○○○さん、この方が○○歳です。譲渡人の○○○さん、この方が○○歳で、この２人のご関係は、祖父と孫と

いうことです。 

 以上です。 

議長  ほかにご質問は。 

  （「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  本件につきまして、興松審査班長の報告を求めます。 

興松審査班長  それでは、今月２日、小川晃委員、髙橋光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。 

 議案書は３ページです。地図では４ページから７ページを使用します。 

 ２号議案の１につきましては、大穴南に在住の申請人が、近接土地にてテニススクールを自ら運営しておりますが、利用者

の駐車台数が不足しているため、当該自己所有地を駐車場用地として整備するものです。 
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 登記地目は畑で、隣接地は畑及び宅地となっており、周囲はコンクリートブロック及びフェンスで施工し、雨水については、

集水桝を設け前面道路のＵ字溝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、隣接所有者には説明済

みです。 

 なお、前面道路までの接続通路については、地目、宅地で申請人の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おります。 

 農地の区分については、現地が集団的農地でおおむね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。 

 続きまして、議案書３ページ、地図のほうが８ページから１１ページです。 

 ２号議案の２につきましては、鎌ヶ谷市に在住の申請人が、現在居住している宅地を子供に譲ることから、自己所有地に都

市計画法第３４条第１１号により、専用住宅１棟を建築するものです。 

 登記地目は畑で、隣接地は畑・宅地及び道路となっており、周囲はコンクリートブロックで施工し、雨水については、貯留

浸透槽を設け、汚水・雑排水については、合併浄化槽を設けそれぞれ既設雨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、隣接農地は申請人の自己所有地です。 

 資力については、融資見込み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おります。 

 農地の区分については、現地の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、ご質問のほうはございませんでしょうか。 

  （「異議なし」の声あり） 

議長  異議なしの声がございました。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から５を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、興松審査班長の報告を求めます。 

興松審査班長  それでは、引き続き審査班としての所見を申し上げます。 

 議案書は４ページです。地図においては１２ページから１５ページを使用します。 

 ３号議案の１から４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。 

 八街市で、主に土木工事業等を営む譲受人が、農地の有効活用及び作業効率の向上を図るため、当該地を一時的に借り受け、

隣接する道路と同レベルで盛土し、田を畑とする農地造成を行うものです。 

 現地は田で、隣接地は田・道路及び水路となっており、盛土が区域外へ流出しないように周囲には土砂どめ板柵を設置、雨

水については、自然浸透とすることから、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。 

 なお、「船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」に基づく特定事業許可事前協議済書

が添付されております。 

 盛土高は５０㎝から３ｍ程度であり、農地造成後は、譲渡人が耕作することを確認しております。 

 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、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、集団的農地のおおむね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。 

 引き続いて、議案書５ページ、及び地図が１６ページから１８ページです。 

 ３号議案の５につきましては、市内で不動産業を営む譲受人が、隣接で別の開発時において残地となってしまった当該地を、

所有者の承諾が得られたため、道路用地として整備するものです。 

 登記地目は畑で、隣接地は畑及び道路となっており、また、隣接農地所有者への説明が行われております。 
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 資力につきましては、残高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、市立大穴北

小学校と大島記念嬉泉病院の教育施設及び医療施設があることから、第３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  ただいまの審査班長報告に対し、ご異議はございませんでしょうか。 

 小池委員。 

小池委員  農地造成のほうの案件なんですけども、造成に伴う土砂の内容についてお聞きしておりますでしょうか。 

興松審査班長  特定事業の許可を受けてやっているということです。その辺は当該部署との協議の中で行われていることですので、心配な

いと思います。 

議長  よろしいですか。 

小池委員  はい、わかりました。 

議長  ほかにご質問、ご異議等ございましたら。 

  （「異議なし」の声あり） 

議長  異議なしという声がございました。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６から７を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、石井審査班長の報告を求めます。 

石井審査班長  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１９から２１ページをご覧ください。 
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 ３号議案の６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、隣接地は畑及び道路となっており、周囲はコンクリートブロックで施工し、雨水については貯留槽を設置し、

汚水・雑排水については各戸に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、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ます。 

 なお、申請地周辺に農地が存在するため、農作業に伴う生活環境への影響に関しては住宅購入者に説明する旨の確認書が提

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。 

 農地区分については、現地が、水道管・下水管が埋設している道路に沿っており、おおむね５００ｍ以内に、船橋市運動公

園体育館と船橋旭こども園の教育施設があることから、第３種農地として判断します。 

 議案書５ページ、地図２２から２４ページをご覧ください。 

 ３号議案の７につきましては、市内で、主に自動車の修理・販売等を営んでいる譲受人が、１店舗を閉鎖することにより、

店舗にあった車輌の保管場所がなくなることから、当該地を借り受け車両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・宅地及び雑種地となっており、周囲はブロック及び土留め施工し、雨水については浸透桝を設け

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、隣接農地所有者には、説明済みです。 

 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、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、２議案につきましては許可相当と思われます。 

 以上です。 
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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でしょうか。 

  （「異議なし」の声あり） 

議長  異議なしの声がございました。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８から１０を上程いたします。 

議長  本議案につきましても、石井審査班長の報告を求めます。 

石井審査班長  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２５から２７ページをご覧ください。 

 ３号議案の８につきましては、都内で主に土木建築資材販売を営む会社の役員である譲受人が、市川市に既存の資材置き場

を保有しておりますが、手狭であり、また千葉・船橋方面の需要拡大に伴い、当該地を取得し、資材置き場用地として整備し、

自社に一括貸しするものです。 

 登記は田、現地は畑で、隣接地は田・水路及び雑種地となっており、周囲は土留鉄板及び立入防止柵を施工し、雨水につい

ては、再生砕石敷きとし自然浸透処理することから、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、隣接農地所有者には説明済みです。 

 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、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。 

 続きまして、議案書６ページ、地図２８ページから３０ページ。 

 ３号議案の９につきましては、船橋市地方卸売市場内で、主に青果物及び食品加工・販売を営んでいる譲受人が、場内が手
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狭であるため、当該地を取得し、資材置き場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、周囲は境界から３０㎝ほど離し、鉄パイプ柵を施工、雨水については、砕

石舗装とし自然浸透とすることから、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、隣接農地所有者には、説明済みです。 

 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、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。 

 続きまして、議案書６ページ、地図３１から３３ページをご覧ください。 

 ３号議案の１０につきましては、市内３カ所に資材置き場を有している譲受人が、１カ所を市の事業用地に協力するため、

その代替地として、当該地を取得し、資材置き場用地として整備するものです。 

 現地は田で、隣接地は雑種地及び水路となっており、周囲はコンクリートブロック及びフェンスを施工し、雨水については

砕石敷きとし自然浸透とすることから、近隣水路等への被害発生の恐れはないものと思われます。 

 また、隣接の農地はありません。 

 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、３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でしょうか。 

  （「異議なし」の声あり） 

議長  異議なしの声がございました。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お願いいたします。 

 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  農地法に基づく許可を要しない土地の証明願について、議案第４号を上程いたします。 

議長  本議案につきましては、事務局から説明願います。 

事務局  ４号につきましては、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。議案書７ページ、地図３４から３５ペー

ジをご覧ください。 

 ４号議案につきましては、三咲９丁目所在の地目は畑、面積は６５㎡であります。 

 当該地は、昭和４３年１２月３０日に、住宅を新築し、宅地の一部として利用し、現在に至っております。 

 ２０年以上、宅地であった旨の証明としては、平成元年１０月１８日撮影の航空写真が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。 

 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でしょうか。 

  （「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する方の挙手を求めます。 

 全員一致であります。よって、許可を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５号を上程いたします。 

議長  本議案につきましても、事務局から説明してもらいます。 

事務局  ５号議案につきましては、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８ページ
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です。 

 三山に在住の申請人のうち１名が、生産緑地法第１０条の規定による農業従事が不可能となる故障が生じたことにより、耕

作地４筆、２,３３７㎡のうち、生産緑地の指定を受けている２筆、１,１８７㎡のうち、三山所在の１筆、６７５㎡について、

市長に買取り申し出書を提出するに当たって、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、事情聴取と農地台帳から従事日数等の確認、また、７月１４日に現地調査を行った結果、故障があった者が生

産緑地法施行規則第２条の規定による農業に一定割合以上従事している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でしょうか。 

 （「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  船橋市農業モニター設置要綱の改正について、議案第６号を上程いたします。 

議長  本件につきまして、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、船橋市農業モニター設置要綱の改正についてでございます。議案書は９から１０ページです。 

 農業委員会では、農業者からのご意見やご要望を把握して、農政に反映するため、農業モニター事業を実施しております。 

 内容としましては、まず、各農業委員、ＪＡいちかわ、ＪＡちば東葛に推薦を依頼して、農業委員会がモニターを委嘱して

おりました。 

 任期は毎年１年間で、視察や意見交換会、アンケートへの回答などの取り組みが行われてきました。 

 本議案は、このたびの農業委員改選を受けて、農業モニター事業に係る要綱の改正について、お諮りするものです。 
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 議案の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。 

 こちらの概要をお伝えします。 

 まず、１点目は要綱の題名です。要綱の内容を踏まえて、これまで「農業モニター設置要綱」としていたものを「農業モニ

ターに関する要綱」としております。 

 ２点目に移ります。まず、第２条でモニターの上限を「４０人」から「２０人」としております。 

 次に第３条で、これまで農業協同組合、農業委員からの推薦としたところを、「農業協同組合、園芸協会、果樹園芸協会、農

業士等協会からの推薦を受けて農業委員会が委嘱するとしております。農業委員の定数が減ったことになどにより、検討した

結果となります。各団体からの人数は明記しておりませんが、両農協から合計で１０人、園芸協会、果樹園芸協会、農業士等

協会からは各２人程度、合計で１６人程度を見込んでおります。 

 続いて第４条、任期について、委嘱されてから、その年度の末日までと文章を修正しております。 

 続きまして、１０ページに移ります。 

 第５条と第６条にかかるところですが、モニターの職務としましては、これまでアンケートへの回答というのがありました

が、これに加えて、レポートの提出というものを追加しております。また、第５条の第４号で、これまで「その他農政に関す

ること」と規定しておりましたが、これを削除しております。 

 モニターの業務なんですけれども、これを大きく分けますと、１つが視察や座談会など出席が必要なものと、もう一つが、

アンケートへの回答など書類提出を行うものの２つがあります。今後の取り組みとして、視察や座談会の感想やご意見など、

簡単なレポートの提出を追加することが考えられるため、規定として追加しております。 

 また、第５条第４号「その他農政に関すること」については、当てはまるものがないため、削除しております。 

 続きまして、第６条で報償を定めておりまして、これまでと同様なんですけれども、レポートやアンケートなどの書類提出

は１回１,０００円、視察や座談会への出席は１回２,０００円としておりまして、変更点は文章の修正のみとなっております。 

 ６条の２項で、報償金の支払い時期なんですけれども、これも実務に合わせて報償の支払い時期を「年度における業務の終
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了後に支払う」としております。 

 最後に、第７条で補則として、この要綱のほかに必要な事項は、農業委員会が定めることと追加をしております。 

 以上となります。 

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でしょうか。 

 齋藤委員。 

齋藤委員  第３条です。モニターの、今まで農業協同組合と農業委員の推薦だったのが、今度、農業委員の推薦がなくなるということ

で、ここで懸念されることとしましては、農業協同組合があるので女性の登用もそちらからというのは考えられるんですけれ

ども、往々にすると、女性の参加が少なくなるんじゃないかなというのを、ここで懸念されるのと、あとは、園芸協会、果樹

園芸協会、農業士等協会で、酪農の部分が農協に入っているのかな。だけど、選ぶときに、そういう部分も考えて、ぜひモニ

ターさんを選んでほしいんですね。今までは酪農の方が入っていました。私のほうで推薦していました。こういう感じでいき

ますと、そういう方たちが入らなくなってしまうのではないかということで懸念されますので、ぜひ広範囲に女性、青年、そ

して農業分野だけではなく酪農関係もという形で、広範囲でのモニターさんを考えてほしいと思います。 

議長  まず、それに対して事務局の考え方を。 

事務局  生産者団体としてこちらを列記させていただいた理由としましては、ある程度、構成員の人数がいるところが選出しやすい

かなということで、まず挙げさせていただいております。また、若い方からぜひ推薦が上がってほしいという考え方がありま

す。これ以外の団体ということで考えますと、農業協同組合を通した推薦ですとか、そうした方法も考えられるかと思います。 

 あとは、女性や青年等、会長というよりは実働される方を主にイメージしておりますので、各団体さんにお願いするときに、

そういったことを丁寧に伝える必要があると思います。 

 以上です。 

議長  小川委員。 

小川委員  園芸協会とか果樹園芸協会というように指定しなくて、生産者団体として記述すれば、このほかに花卉組合もいますから、
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酪農も含めて生産者団体というようにしたほうがいいと思います。 

議長  私も、農業モニター設置要綱の改正について事務局と話し合ったんですが、こういうふうに書いてありませんと、結局、こ

こにどこの団体かというところの明確な数字が出ないので、ここを挙げたんですが、それですと、花卉とか、酪農とか、先ほ

ど齋藤委員がおっしゃいましたように、漏れてしまう部分があろうかと思います。私の個人的な提案なんですが、４の次に５

という形で「農業委員会が推薦する者」というところで、農業委員会自体が推薦する者として、その中に花卉組合を入れたり、

女性の方、例えば、名指しに言っちゃって申しわけない話なんですけど、今までモニターをずっとやってきて、司会なんかも

してもらった○○さんとか、女性の方がいらっしゃいますよね。そういう方を農業委員会が推薦する者という形で、また、委

員さんが、こういう方がいるんだけど、どうでしょうかという話があったときに、その方はいいですねという、皆さんの了承

を得られれば、農業委員会が推薦する者として、酪農とか、花卉とか。また、そのことを書いてしまうと、酪農組合の湯浅委

員もいらっしゃいますけど、花卉組合と酪農組合はかなり人数的に少なくて、こういうものに出るのが厳しいかなという配慮

のもと書かなかったのですが、いや、大丈夫ですよという話があれば、全部、農業委員会が推薦する者として拾っていけるの

ではないかという改正案で、事務局、どうでしょうか。 

齋藤委員  賛成です。そうすれば、農業委員の総意で。 

議長  この方とか、花卉組合から出しましょうとか、畜産から出しましょうとか、全然別個のところからとか、農業委員会が推薦

する者という形でつけ加えるということです。 

 ほかにご質問等ありませんか。 

なければ、本議案につきまして、今お話ししましたように、修正した上で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、そのように制定することに決しました。 

 続いて、事務局より報告があります。 

局長  それでは、私のほうから報告事項についてご報告をいたします。 

 まず、報告事項の１でございますが、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１１ページから１６ペー
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ジに記載のとおり、６月中に２３件の届出を受理いたしました。 

 次に、報告事項の２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１７ページから２４ページ

に記載のとおり、６月中に３２件の届出を受理いたしました。 

 以上、報告事項１と２の届出につきましては、農業委員会事務局規程第７条第１項第１号の規程により、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３でございます。転用許可に伴う工事完了報告については、議案書２５ページに記載のとおり、１件の報

告書の提出がございました。事務局で現地調査を行い、工事の完了を確認いたしましたので、千葉県知事あてに送付いたしま

す。 

 次に、報告事項の４でございます。農地転用許可後の工事進捗状況報告について、議案書２５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５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２６ページから２７ページに記載のとおり、５

件を局長専決として回答いたしました。 

 次に、報告事項の６でございます。軽微な農地改良の届出書の受理について、議案書２７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。 

 最後に、報告事項の７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２８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、市長から通知がありましたのでご報告いたします。 

 ご報告につきましては、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。       （ ３時４５分） 

 次に、事務連絡がございます。 

 

事務局              事務連絡    
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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８回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


