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平成２９年 第 ９ 回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成２９年第９回船橋市農業委員会総会を９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（１２人） 

小池 正一   湯浅 清春   石井 俊郎  藤城 孝義   菊池 眞夫   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（２人） 

髙橋 光一   齋藤 教子 

 

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９回農業委員会総会を開催いたします。 

 なお、髙橋光一委員、齋藤教子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。 

 ２番湯浅清春委員と、１２番小川晃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。 

次長  本日、局長が議会へ出席しておりますので、代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号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、土橋審査班長の報告を求めます。 
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土橋審査班長  それでは、今月１日、藤城孝義委員、石山幸男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、小野田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２０５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。 

 議案書２ページ、地図３、４ページをご覧ください。 

 １号議案の２につきましては、金堀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５３０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。 

 議案書２ページ、地図５から６ページをご覧ください。 

 １号議案の３につきましては、坪井町に在住の譲渡人が、事業用地として自己所有農地の一部を提供したことで、残地とな

った当該地を隣接農地所有者である譲受人に譲渡するものです。 

 経営面積は約７７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、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。 

 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ので、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。 

 次長。 

次長  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。 
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議長  本議案につきまして、土橋審査班長の報告を求めます。 

土橋審査班長  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９ページをご覧ください。 

 ２号議案につきましては、三咲に在住の申請人が、築５０年の自宅に居住しておりますが、老朽化・手狭となったため、既

存の住宅を取り壊し、敷地を拡張して、都市計画法施行規則第６０条の規定により、農家住宅１棟を建築するものです。 

 登記地目は畑で、隣接地は畑及び宅地となっており、雨水については、宅内浸透ますを設け、汚水・雑排水については、合

併浄化槽を設置し、それぞれ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、隣接農地所有者に

は説明済みです。 

 資力については、残高証明書及び融資見込み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。よろしいでしょうか。 

  （「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、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条許可申請について、議案第３号の１から１４を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、小池審査班長の報告を求めます。 
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小池審査班長  それでは、今月１日、神山茂樹委員、菊池眞夫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１０から１２ページをご覧ください。 

 ３号議案の１につきましては、兵庫県の医療法人社団である譲受人が当該地を借り受け、都市計画法第３４条第１４号によ

り、介護老人保健施設を建築するものです。 

 現地は田で、隣接地は道路及び水路となっており、周囲はＬ型擁壁及びフェンスを設置し、雨水については、雨水貯留槽を

設け、汚水・雑排水については合併浄化槽を設け、それぞれ北谷津川に放流することから、近隣等への被害発生の恐れはない

ものと思われます。 

 都市計画法の手続については、現在申請中であります。 

 また、資力については、残高証明書にて確認、借入金については、許可後の申請となります。 

 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４ページ、地図１３から１５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、８棟の建て売り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及び擁壁で施工し、雨水については、地下浸透

槽を設置、汚水・雑排水については、合併浄化槽を設置後、それぞれ新設排水管に接続することから、近隣農地への被害発生

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、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、山中医院と
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カラーズデイサービスの医療施設及び公益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１６から１８ページをご覧ください。 

 第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棟の建て売り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、周囲はコンクリートブロックで施工、雨水については、各宅地

に雨水貯留槽を設置し、汚水・雑排水については、浄化槽設置後、それぞれ新設雨水管に接続することから、近隣等への被害

の恐れはないものと思われます。 

 また、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、県立船橋二

和高校と船橋市身体障害福祉作業所「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。 

 続きまして、議案書４から７ページ、地図１９から２１ページをご覧ください。 

 ３号議案の４から１４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。 

 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、１５棟の建て売り分譲住宅

を建築するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑・宅地・雑種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、雨水については、各

宅地に雨水貯留槽を設置し、汚水・雑排水については、合併浄化槽設置後、それぞれ新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
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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、残高証明書に確認済みです。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種と判断します。 

 以上、１４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。案件が多い報告でしたので、時間をとりますので、じっくりご

審議のほうをよろしくお願いいたします。 

興松委員  直接この件には関係ない問題だと思うんですけど、先日の『広報ふなばし』だったと思うんだけど、医療センターの移設に

関する件で、約４０ヘクタールの区画整理を計画しているとあったのですが、この案件は計画地内に入っていますか。 

次長  現地はリハビリテーション病院の隣になりますので、入ってないです。 

議長  よろしいですか。 

興松委員  はい。 

議長  では、ほかにご意見、ご異議等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、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条許可申請に関する議案第３号の１５から１８及び農地法第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号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、土橋審査班長の報告を求めます。 
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土橋審査班長  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１０ページ、地図２２から２９ページをご覧ください。 

 ３号議案の１５から１８及び４号議案につきましては、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１５から１８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、３棟の建て売り分譲住宅を建築するものです。 

 ４号議案につきましては、３号議案の１５から１８の３棟の増築に伴い、６８棟から７１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、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、新設する調

整池で抑制、雨水・雑排水については、各戸に浄化槽を設置して、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。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。 

 以上、４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  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。 

 小池委員。 

小池委員  ちょっとここで確認していただきたいんですけれども、地図２８ページを見てもらいたいんですけれども、２８ページのと

ころで１５０メートルの円が書かれていて、私、これの前段の審査のときに、１５０メートルより先は開発できないというこ
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とで、やむなくこういう形の開発になるというのを業者から伺っていたわけなんですけれども、今回、はみ出た部分について

許可がおりるということなんですけれども、おりる根拠についての何か資料をいただければと思うんですけど。 

議長  土橋審査班長。 

土橋審査班長  これにつきましては、前回審査長であります小池委員が前おっしゃったとおりだと思いますが、半径１５０メートルの範囲

内に４０戸以上の建築物が連担している土地の区域ということで、初めに円を描いた、ちょうどこの公図写し、２４ページに

斜線というか、赤い三角の土地があります。ここが、変な形で残っていました。 

 これについては、県道夏見小室線、県道千葉鎌ケ谷松戸線、豊富・八千代線及び飯山満・古和釜線等、沿線の奥行き１５０

メートルの範囲内に４０戸以上の建築物が連担している土地ということです。これは、松戸線の道路が１５０メートルで、ち

ょうどこの赤い線がひっかかるといいますか、そうすると、初めの半径１５０メートルと、それから鎌ケ谷松戸線ですか、あ

れでやるとこれが埋まるということで、ちょうどひっかかるんですよね。 

 これについては、都市計画法上問題ないと事務局より宅地課へ確認してあります。 

議長  小池委員、よろしいですか。 

小池委員  はい。 

議長  ほかにご異議、ご意見のほうございましたら。 

  （「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、審査報告のとおり議案第３条について許可相当とし、議案第４条については承認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。 

 次長。 

次長  農地法第３条第２項第５号に規定する下限面積の設定について、議案第５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  議案書５号のほうには、別添資料ありと記載がございますけれども、申しわけございません。資料はございません。 

 それでは、農地法第３条第２項第５号に規定する下限面積の設定について、５号議案につきましては、農地法第３条第２項

第５号に規定する下限面積の設定についてでございます。 

 農地の売買、贈与、貸借等については、農地法第３条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の１つに下限面積

が定められています。下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続し

て行われないことが想定されることから、農地の譲受人、または譲渡人が耕作することになる農地面積が農地取得後、最低５

０アール以上でなければ農地法３条の許可ができないものとするものです。 

 この下限面積については、国の通知により、毎年設定または修正の必要について審議することとされております。市内農家

の経営規模面積については、平成２８年度と比較しましても特段変化が見られないため、当市独自の別段面積の設定は必要な

く、国の基準どおり昨年同様に５０アールのままとし、別段面積の設定の必要はないと思われます。 

 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。 

 小池委員。 

小池委員  ちょっと伺いたいんですけれども、別段面積は、船橋市の場合は５０アールでしたっけ。 

事務局  はい。 

小池委員  確保できるということなんですけど、他市の状態は今どうなっているかわかりますか。下限面積を下げているような市町村

というのがあれば。 

議長  事務局。 

事務局  実情を把握している中では、市川市のほうが、地域によって５０アールではなくて３０アール、あと、千葉市のほうも５０

アールではなく下げているということは聞いております。 
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議長  小池委員、よろしいですか。 

小池委員  わかりました。 

議長  この下限面積につきましては、それなりの特例というものがございまして、面積と、それに対して大体５０アールという形

でそういう数字が出るんですが、例えば過疎の地域でありますとか、そういうことで土地はいっぱいあるんですけれども、結

局新しい新住民を呼ぶための特例として下限面積を少なくしている地域というのは、千葉県内で、そのために千葉市や市川市

がやっているのかどうかは知りませんけれども、他県ではそういう例がございます。ただ、今そこまで船橋市において、新規

就農の事業というものも将来的にはあるかもしれませんけど、今のところ過疎を理由に特例を使うという事業はまだ行われて

おりませんので、今年においては事務局の文面どおり５０アールでよろしいかなという感じはしております。ただ、そういう

やり方もあるということだけは、ご承知おきいただきたいなと考えております。 

 ほかにご質問等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、別段の下限面積を設けず、農地法で定める５０アールを下限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、別段の下限面積を設定しないことに決しました。 

 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６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  ６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でございます。 

 議案書は１２ページです。 

 三山に在住の申請人の長女の夫が、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８筆、８,４５７㎡のうち、生産緑地の指定を受けている３筆、５,３２２㎡のうち、三山所在の１筆、４９５㎡について、
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市長に買い取りの申し出を行うため、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、８月２４日に現地調査を行った結果、故障が生じた者が生

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か。 

  （「異議なし」の声あり） 

議長  ないようでしたら、それでは、採決いたします。 

 本議案につきまして、一定割合以上の農業の従事者として、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  平成２９年度第２次農用地利用集積計画について、議案第７号の１から３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、平成２９年度第２次農用地利用集積計画についてでございます。 

 議案書は１３ページです。 

 農地の有効活用のための権利移動を促進するため、市は農用地利用集積計画を定めております。この計画の策定に当たって

は、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、農業委員会の決定を経る必要があり、このたび市長から依頼があ

りましたので、お諮りするものです。 

 議案第７号の１から３につきまして、１は神保町の畑１筆、９１０㎡に、賃借権３年、２は豊富町の畑１筆、３,３０５㎡に、

賃借権３年３カ月、３は鈴身町の畑１筆、３,３０５㎡のうち２,０００㎡に、賃借権３年３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、
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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、ご意見はございませんでしょうか。よろしいですか。 

  （「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２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願います。 

 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２９年度第２次農用地利用集積計画について、議案第７号の４を上程いたします。 

議長  本議案の審議に入る前に、船橋市農業委員会会議規則第１０条の規定により、石井俊郎委員の退席を求めます。 

         石井委員退室    

議長  それでは、本議案につきまして、事務局から説明願います。 

事務局  それでは、議案書は同じく１３ページです。 

 ７号議案の４につきましては、馬込町の畑２筆、計２,３２２㎡に、賃借権３年３カ月を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て、ご意見はございませんでしょうか。 

 どうぞ。 

小池委員  ちょっと確認したいんですけれども、ほかの人はみんな借り手が１人の名前なんですけど、ここは２人名前が入っているの

で、どうして２人の名前になっているのか教えてください。 
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議長  事務局、ご説明願います。 

事務局  こちらは、親子で共同して借り受けるという契約形態になっていまして、今後、息子さんが主にこちらの土地で農業を経営

するということなんですけれども、借りるに当たってですとか、あとは耕作の作業においても、お父様のほうで支援をすると

聞いておりますので、単独ではなく共同で借り受けるという計画で聞いております。 

 以上です。 

議長  小池委員、よろしいですか。 

小池委員  はい。 

議長  ほかにご意見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  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２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。 

 石井委員、入室お願いいたします。 

         石井委員入室  

議長  続いて、事務局より報告がございます。 

次長  報告事項でございます。 

 まず、報告事項（１）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１４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、あっせんの希望はございませんでした。 

 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１５ページから１９ページに記載

のとおり、７月中に１８件の届出を受理いたしました。 

 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２０ページから３０ページに記載のとおり、７
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月中に３７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（４）、農地転用許可に伴う工事完了報告について、議案書３１ページに記載のとおり、４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３２ページに記載のとおり、２件を局長専決と

して回答いたしました。 

 報告事項（６）、軽微な農地改良の届出書の受理について、議案書３３ページに記載のとおり、１件を受理いたしました。 

 報告事項（７）、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、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。 

 報告事項（８）、農地流動化「ワン・スリー運動」の推進について、本年度も千葉県から依頼がありました。認定農業者等、

担い手への農地の利用集積を推進するため、農業委員及び推進委員１人当たりが１年間で３０アール以上、新規の利用権設定

につなげるという目標が示されております。本日は資料を配付しております。各農家の農地に係る意向の把握や働きかけ等、

積極的な取り組みをお願いいたします。 

 報告事項（９）、農業モニターに関する要綱について、８月総会の審議を踏まえて作成し、本日、皆様に配付いたしました。

第３条の赤い文字の箇所が変更点でございます。農業委員または各団体の修正を踏まえて、農業委員会が委嘱するとしており

ます。本日お手元に推薦書をお配りしておりますので、ご推薦をいただく場合は、９月１９日までにご提出をお願いいたしま

す。なお、定数を超えた場合は、ご推薦いただいた委員に相談させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 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４０分） 

 次に、事務連絡がございます。 
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次長         事務連絡   

 

議長  続いて、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４５分第９回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


