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平成２９年 第 １０ 回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成２９年第１０回船橋市農業委員会総会を１０月６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（１３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   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（１人） 

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１０回の農業委員会の総会を開催いたし

ます。なお、齋藤教子委員より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。 

 ４番藤城孝義委員と、９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。 
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石井審査班長  それでは、今月３日、興松勲委員、髙橋光一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２ページをごらんください。 

 １号議案の１につきましては、夏見６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１５３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。 

 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） 

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３条許可申請について、議案第１号の２から４を上程いたします。 

小川審査班長  それでは、今月３日、土橋博之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５から８ページをごらんください。 

 １号議案の３及び４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５６アール、農業従事者は２名です。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３条第２項各号に該当しないため、許可要件を全て満たしており、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。いかがでしょうか。 

  （「異議なし」の声あり） 
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議長  異議なしのお声がありました。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３ページ、地図９から１１ページをごらんください。 

 ２号議案につきましては、鎌ヶ谷市に在住の申請人が近隣事業者からの要望により、現在使用している隣接地の駐車場が手

狭であることから、当該地を２０台の駐車場用地として整備した後、事業者への一括貸しするものです。 

 登記地目は畑で、隣接地は畑、道路及び雑種地となっており、周囲は既存単管パイプを使用し、隣地から５０センチ離して

施工し、雨水については転圧及び砕石敷きによる自然浸透とすることから、隣接農地等への被害発生のおそれはないものと思

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、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でしょうか。 

小池委員。 

小池委員  先ほどの説明の中で５０センチぐらいセットバックみたいな話がありましたが、この件についてもう１度教えていただけま

すか。 
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議長  この案件の前の。 

小池委員  この駐車場の案件ですけれども、どこから何センチ減らすのかという話で、そこだけちょっと教えてもらってよろしいです

か。 

石井審査班長  現場を見たときにちょっと段差があり、それと入り口の隣が梨畑、あと奥に行く農地があるんです。その幅の確保という意

味で。 

小池委員  施工の境界ではなく…。 

石井審査班長  境界ではなくずらすということです。 

小池委員  境界の問題という話ではないということですね。 

石井審査班長  はい。 

小池委員  わかりました。 

議長   ほかにご質問、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  なければ、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条許可申請に関する議案第３号の１と２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４ページ、地図１２から１４ページをごらんください。 
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 ３号議案の１につきましては、現在市内のアパートに居住している譲受人が、家族が増えて手狭になったため、妻の祖父の

土地を使用貸借し、都市計画法第３４条第１１号により１棟の専用住宅を建築するものです。現地は畑で隣接地は道路、宅地

及び畑となっており、周囲はコンクリートブロックを設置、雨水については宅内浸透升を設け、汚水、雑排水については合併

浄化槽にて処理し、それぞれ雨水管に接続することから、隣接農地等への被害発生のおそれはないものと思われます。なお、

隣接農地は譲渡人の所有地です。 

 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、資力については融資見込証明書にて確認済みです。農地の区分

については現地が水道管及び雨水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法典東小学校と

日の出幼稚園の共通施設があることから、第三種農地と判断します。 

 議案書４ページは地図１５から１７ページをごらんください。３号議案の２につきましては現在隣接地に本社及び車両置き

場を有している譲受人が、事業拡大に伴い従業員の通勤車、営業車、リース用の重機を置くためのスペースを確保するため、

当該地を借り受け、２０台分の車両置き場として用地として整備するものです。 

 現地は田で、隣接地は田及び水路となっており、周囲は土留め鋼板で施工し、雨水については砂利敷きにて自然浸透するこ

とから、近隣農地等への被害発生のおそ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、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は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、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から５を上程いたします。 

議長  それでは、審査班長、小川審査班長の報告を求めます。 

小川審査班長  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１８から２０ページをごらんください。 

 ３号議案の３につきましては、現在譲受人の居住している共同住宅が老朽化及び子供の成長に伴い手狭になったため、隣接

する当該地を取得し、都市計画法３４条１１号により、専用住宅１棟を建築するものです。 

 現地は畑、隣接地は宅地、道路及び畑となっており、周囲はコンクリートブロックで施工。雨水については宅地内処理し、

汚水、雑排水については浄化槽設置後、本管に接続することから、近隣農地への被害発生のおそれがないものと思われます。 

 また、近隣農地所有者への説明が行われています。 

 資力については、残高証明及び融資見込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在、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と近接してい

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２１から２３ページをごらんください。 

 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、隣接地は宅地及び雑種地となっており、周囲はコンクリートブロックで施工。雨水については、貯留浸透施設

を設置し、汚水・雑排水については合併浄化槽を設置後、それぞれ新設の管に接続することから、隣接地等への被害発生のお

そ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。 
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 資力については、残高証明にて確認済みです。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、現在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２４から２６ページをごらんください。 

 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３４条１１号により、

４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内に雨水浸

透貯留槽を設置し、汚水・雑排水については合併浄化槽にて処理後、それぞれの既設管に接続することから、隣接地への被害

発生のおそ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。 

 資力については、残高証明にて確認済みです。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、現在ガス管・水道管が埋設している道路に沿っており、おおむね５００メートル以内に船橋市身体

障害者福祉作業所「太陽」と二和病院の公共施設と医療施設があることから、第３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。 

議長  少し事務局から補足説明がございます。 

事務局  ３号議案の３ですが、今、読み上げの際に都市計画法第３４条と申し上げたんですけれども、申しわけございません、条文

を間違ってご説明してしまいまして、正しくは３６条第１項第３号のほうに修正をさせていただければと思います。 

  議案書は４ページになります。宅地課から許可書が提出されており、これにつきまして都市計画法３４条と申し上げたんで

すが、正しくは３６条に修正させていただければと思います。 

議長  よろしいですか。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。 



 

 

8 

 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２７から２９ページをごらんください。 

 ３号議案の６につきましては市内で運営している学校法人が現在幼稚園から運動場まで距離があり、園児が運動場まで移動

するのに危険性が伴うため、園の隣接地である当該地を取得し、運動場を設けるものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑・宅地・山林及び道路になっており、周囲はコンクリートブロックで施工し、雨水については自然

浸透処理をすることから、隣接農地等への被害発生のおそれはないものと思われます。 

 なお、隣接農地は譲受人の所有地です。 

 資力については、残高証明書及び融資見込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隣接していること

から、第２種農地と判断します。 

 引き続き議案書５ページ、地図３０から３２ページをごらんください。 

 ３号議案の７につきましては市内で幼稚園を運営する学校法人が職員の通勤や園児の送迎時に車をとめるために近接する既

存駐車場を使用しているが、手狭であり、特に送迎時には大変混雑するため、新たに当該地を取得し、４５台分の駐車場用地

として整備するものです。 

 現地は畑で、隣接地は田・水路・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し、雨水については砕

石にて自然浸透処理をすることから、隣接農地等への被害の発生のおそれはないものと思われます。 
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 また、隣接農地所有者へ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。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。 

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  確認事項なんですけど、まず運動用地の件ですけども、運動場に隣接している幼稚園というのがここによると○○○○幼稚

園さんで、この公図のほうを見ると宅地で、あと○○神社、あと境内地という形で書かれているんですけれども、この部分が

接触点になるということですか。そこからでいいということですね。 

石井審査班長  そうです。 

議長  よろしいですか。 

小池委員  それともう１点なんですけれども、今度は７番目の議案でやっぱり駐車場なんですけれども、申請地というのは○○○と書

いてあるのかな、⑰と書いてあるところが該当地だと思うんですけれども、利用図のほうを見るとその隣の用地も一緒という

ことで、これを含めて駐車場になるということでよろしいですか。 

石井審査班長  道路から隣が雑種地の形になっていて、それの隣。 

小池委員  隣が農地なのでということですね。含めてということになる。 

石井審査班長  その雑種地も含めて。 

小池委員  わかりました。 

議長  よろしいですか。ほかにご質問、ご意見等ございましたら。 

  （「異議なし」の声あり） 

議長   異議なしの声が上がりました。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９を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、小川審査班長の報告を求めます。 

小川審査班長  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から６ページ、地図３３から３５ページをごらんください。 

 ３号議案の８及び９については、関連議案で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３４条第１１号により、１０棟の建売分譲住宅を建

築するものです。 

 現地は田、隣接地は田・水路・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、雨水については貯留槽に

て処理後、Ｕ字溝へ排水し、汚水・雑排水については合併浄化槽にて処理後、既設の汚水管に接続することから、近隣農地へ

の被害発生のおそ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います。 

 資金については残高証明書、融資見込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。 

 農地区分については現在集団的、おおむね１０ｈａ未満であり、市街化の可能性の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。 

議長  ただいまの審査報告班長報告に対し、ご異議はございませんでしょうか。いかがでしょうか。 

  （「異議なし」の声あり） 
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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に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１０から１３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６から７ページ、地図３６から３８ページをごらんください。 

 ３号議案の１０から１３につきましては、関連議案で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、２７棟の建売分譲住宅を

建築するものです。 

 現地は田で、隣接地は田・水路・雑種地及び道路になっており、周囲はコンクリートブロックで施工、雨水については貯留

槽にて処理し、汚水・雑排水については合併浄化槽にて処理後、排水管に接続することから、隣接農地等への被害発生のおそ

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。 

 資力については、残高証明及び融資見込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４議案につきましては許可相当と思われます。 

議長  ただいまの審査報告班長に対し、ご異議はございませんでしょうか。 
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小池委員 

 

 ちょっと現地のほうで教えてほしいんですけれども、この開発図なんかを見ると多くの住宅は川を渡って入っていくような

形に図面で見えるんですけれども、分断要素として川が…。 

石井審査班長 

 

 昔の田んぼの用水。排水路の跡です。それがこの周り全部が田んぼではなくなって、排水路が使われていない。そこで通路

の部分だけ管を入れて行うということです。 

小池委員  この開発は止まれと書いてある入り口から入っていって、方向は変わるんだけれども、どん詰まりで他に出ていけるような

道というのはないんですか。 

石井審査班長 

小池委員 

 ないです。隣は川ですから、土手には一応道路的なものはあっても、出られるというわけではないです。 

 わかりました。 

石井審査班長 

菊池委員 

 心配なのは大雨のときです。 

 つまらない質問で恐縮ですけど、これは北谷津川という川のそばですね。水田だったんですよね。私はこのあいだ放棄地の

調査をやらせていただきまして、似たようなところが続いたんですね。こういうところはほとんど放棄地なんですね。聞きた

いのは、ここはもと放棄地だったんですか。つまらない質問で申しわけないんですけど、どうですか。 

事務局  現地調査行った関係もあるんですけど、現地は耕作はされていないんですけど、完全な放棄地ではなくある程度管理はされ

ていると。 

石井審査班長  これの３分の１は農地で今も使える状態です。 

菊池委員 

石井審査班長 

 ああ、そうですか、ということは放棄地ではないということですね。すぐに草を刈れば田植えはできると。 

 農地として使っていた部分が１カ所、もう１カ所は今言ったうなえば使える、もう１つは砂利等多少は入っているところ、

道路際はそういうところでした。それで排水挟んで反対側はうなえば即使える。片方は田んぼじゃない、畑で使っていたと。 

菊池委員  地目は田んぼだけど、畑で使っていたと。どうもありがとうございます。 

石井審査班長 

菊池委員 

 その３つが３つともみんな……。 

 ３種類が入っているような。わかりました。 
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議長 

 

 ほかにご質問、ご異議のほう。 

 （「異議なし」の声あり） 

  よろしいでしょうか。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に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  本件につきまして、事務局から説明願います。 

事務局   ４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。 

 議案書８ページ、地図３９から４０ページをごらんください。 

 本議案は馬込町所在の地目は畑、面積は１９８㎡です。 

 平成２年に住宅及び事務所兼作業所として当該地に建築され、現在に至っております。また、所有権については平成２８年

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しましては、平成８年３月６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。 

議長  ただいまの事務局の説明に対し、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） 

 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。 
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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は、事務局から説明願います。 

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９ページで

す。 

 二和東に在住の申請人の父が平成２９年４月に死亡したことにより、耕作地１０筆７,２９７㎡のうち、生産緑地の指定を受

けている二和東の畑４筆２,８４８㎡について、市長に買い取り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、従事日数等の確認及び現地調査を行った結果、買い取り申し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。よろしいですか。 

  （「異議なし」の声あり） 

  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。よってそのように決しました。 

  続いて、協議事項に移ります。農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定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  協議事項につきましては、農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定についてでございます。右上に協議事項と書か

れた資料をごらんください。 

 まず１点目として、農業委員会等に関する法律により、農業委員会は、この指針を定めるように努めなければならないと規

定されております。なお、指針を定めるときは推進委員の意見が反映されるよう事前に推進委員の意見を聞くこととされてお

ります。この規定により、指針の策定を検討する必要があると考えられますので、協議をお願いしたいと思います。 
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 ２点目ですが、参考として全国農業会議所が作成した例を掲載しておりますので、概要をお伝えします。 

 まず１ページですけれども、第１、基本的な考え方の箇所、こちらは管内の現状と問題点を踏まえて農地等の利用の最適化

を推進するといった内容となっております。 

 ２ページに移ります。ここからは遊休農地対策、農地の利用集積、新規就農の３つに分けた内容となっております。 

 まず２ページ、１番ですけれども、遊休農地解消面積の目標やその具体的対策や推進方法となっております。 

 ３ページに移りまして、こちらの２番は農地利用集積面積の目標や対策、方法となっております。 

 そして、４ページに移りまして３番が新規参入に係る内容となっております。 

 以上が全国農業会議所作成の参考例となっておりますが、この指針を策定することについて協議をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

議長  ただいま説明がございましたけれども、この件をどのように諮りましょうか。どうぞ。 

土橋委員  これは小委員会で煮詰めてもらうというか、それで結果を総会に諮るということでどうでしょうか。 

議長  ただいま土橋委員のほうから小委員会に諮ってそれをもんでもらって、そういう案をつくってもらって全体の総会にかける

という案でございます。ほかにご意見等は。 

  （「異議なし」の声あり） 

  なければ今の案について採決いたしたいと思います。 

 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定について、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。 

 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、農地利用最適化推進委員連絡協議会の設置について、事務局から報告願います。 

事務局  それでは、ご報告を申し上げます。本来ですと９月の総会終了後にご報告を申し上げるべきところでございましたが、おく

れてございましておわびを申し上げたいと思います。 

 お配りした資料においては、農地利用最適化推進委員連絡協議会の設置についてと書かれたものをごらんいただきたいと思



 

 

16 

います。８月の総会終了後に推進委員による協議の結果、船橋市農地利用最適化推進委員連絡協議会が設置されることとなり

ました。この協議会は農地等の利用の最適化を推進するために、推進委員の業務にかかる情報共有あるいは課題に関する話し

合い、検討等を行って、委員相互の連携強化あるいは農業委員と推進委員相互の連携といった形で、効果的な業務の促進をす

ることを目的として設置するものでございます。 

 今回の運営のために飯島行雄委員が本会の会長、武藤英夫委員が副会長ということで、選出されました。 

 以上ご報告を申し上げます。 

議長  続いて、事務局より報告がございます。 

局長 

 

 それでは、ご報告を申し上げます。報告事項のまず１として、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。 

 次に報告事項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１６ページに記

載のとおり、８月中に１７件の届出を受理いたしました。 

 次に報告事項３になります。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２３ページに記載

のとおり、８月中に２６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、報告事項の４になります。転用許可に伴う工事完了報告について、議案書２４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。事務局で現地調査をし、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。 

 次に報告事項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。 

 次に報告事項の６、軽微な農地改良の届出書の受理について、議案書２６ページに記載のとおり、１件を受理いたしました。 

 次に報告事項７、農地の埋立等工事完了届出書の受理について、議案書２６ページに記載のとおり、１件を受理いたしまし
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た。 

 最後に報告事項の８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２７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、ご報告いたします。 

 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。       （３時５６分） 

 次に、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。       （ ４時 ５分） 

  

 議長は、午後４時 ５分第１０回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 


