
 

 
1 

平成２９年 第 １１ 回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成２９年第１１回船橋市農業委員会総会を１１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（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   齋藤 教子 

興松 勲    神山 茂樹   土橋 博之   石山 幸男   金子 一雄   岡庭 一美       

欠席委員（１人） 

小川 晃 

 

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１１回農業委員会総会を開催いたします。 

 なお、小川晃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。 

 ３番石井俊郎委員と１０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。 

 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と２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。 

小池審査班長  それでは、今月１日に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。 
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 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、旭町に在住の譲受人が当該地を贈与により取得し、農業経営の増進を図るものです。 

 経営面積は約１２６ａ、農業従事者は４名で、農機具も一式保有しております。 

 続きまして、議案書２ページ、地図３から４ページをごらんください。 

 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、農業経営の拡大を図るものです。 

 経営面積は約８０ａ、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。 

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３を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、藤城審査班長の報告を求めます。 

藤城審査班長  それでは、今月１日、菊池眞夫委員、興松勲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５ページから６ページをごらんください。 

 １号議案の３につきましては、二和東に在住の譲受人が当該地を贈与により取得し、農業経営の増進を図るものです。 

 経営面積は約１１９ａ、農業従事者は４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、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。 
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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。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、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、小池審査班長の報告を求めます。 

小池審査班長  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ページをごらんください。 

 ２号議案の１につきましては、市場に在住の申請人が、近隣事業者からの要望により、現在使用している駐車場が点在して

おり、利便性に乏しいため、当該地を４０台分の駐車場用地として整備した後、事業者へ一括貸しするものです。 

 登記地目は田で、隣接地は田・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、浸透升

及び集水升で処理することから、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済

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。 

 議案書３ページ、地図１０から１２ページをごらんください。 

 ２号議案の２につきましては、高根町に在住の申請人が、長女の住宅が手狭であり、申請者が当該地に都市計画法第３４条

第１１号により、長女のための専用住宅を建築するものです。 
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 登記地目は畑で、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等で施工。雨水については、Ｕ字溝から既

設調整池に放流し、汚水・雑排水については、合併浄化槽で処理することから、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、隣接農地の所有者は申請人です。 

 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、現地が水道管及びガス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

東高校と市立高根東小学校の教育施設があることから、第３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。 

 齋藤委員。 

齋藤委員  ２号議案の１の○○さんですが、企業に一括貸しということですが、どちらの企業に。 

小池審査班長  班長としてあれなんですけども、企業名ちょっと忘れちゃったんですけども、○○の企業としては○○○○です。その事業

内容としては、主に工事等の監督をするということで、それで走っている車をそこに置くということで、現状かなり広範囲に

点在している月極駐車場を借りているので、合理性が悪いということで、それを１つにまとめたいということで、今回の駐車

場を借りるというもとに工事が行われるということです。 

齋藤委員  わかりました。 

石山委員  ○○○○は○○○○のグループ会社です。すぐ近くに○○○○のビルがありますので、そういうことです。 

齋藤委員  わかりました。 

議長  よろしいですか。ほかにご質問等。 

  （「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。 
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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４を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、藤城審査班長の報告を求めます。 

藤城審査班長  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１３から１５ページをごらんください。 

 ３号議案の１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、１７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・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、宅

地内に浸透施設を設置し、汚水・雑排水については、合併浄化槽を設置して処理することから、近隣農地等への被害のおそれ

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、都市計画法の手続きについては現在申請中であり、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、現地が水道管及びガス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、県

立船橋二和高校と船橋市身体障害者福祉作業所「太陽」の教育施設及び福祉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ページをごらんください。 

 第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、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、雨水浸

透施設を設置し、汚水・雑排水については、合併浄化槽にて処理することから、隣接地等への被害の発生のおそれはないもの
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と思われます。 

 また、都市計画法の手続きについては、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、残高証明及び融資見込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１９から２１ページをごらんください。 

 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、４棟の建売分譲住宅を建築するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑・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、宅地内に

抑制施設を設置し、汚水・雑排水については、合併浄化槽を設置し処理することから、隣接農地への被害発生のおそれはない

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、都市計画法の手続きについては、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、現地が水道管及びガス管が埋設されている道路に沿っており、おおむね５００メートル以内に県立

船橋二和高校と船橋市身体障害者福祉作業所「太陽」の教育施設及び福祉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２２から２４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、都市計画法第３４条第１１号によ

り、２６棟の建売分譲住宅を建築するものです。 
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 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、側

溝から新設する調整池に放流し、汚水・雑排水については、合併浄化槽にて処理することから、隣接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、隣接農地所有者への説明が行われており、都市計画法の手続きについては、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  ただいまの審査班長報告に対し、ご異議はございませんか。齋藤委員。 

齋藤委員  公図のほうの２３ページですね。議案としては４番です。４番の○○宅の件ですが、建売分譲住宅２６棟ということで、２

３ページの公図の右下の残っているところが畑になっていますね。○○－○と○○－○○、この畑はちょっと名前が書いてな

いんですけれど、どちらの方の畑だかわかりますか。あと、その下は、○○○○○○さん、この方はこの○○さんとは同じ家

ではないですね、住所が違いますよね。ここの間はどなたのかわかりますか。この方のもちろん了解は得ていることだと思い

ますが、もしお名前がわかれば。 

藤城審査班長  この○○○○さんですか、それのご兄弟。 

齋藤委員  兄弟。 

藤城審査班長  のお家が建っているんです。 

齋藤委員  家が建っているんですか。 

藤城審査班長  ええ。 

齋藤委員  でも、畑って書いてありますよね。○○○○さんはあれですが、その上の角の残っているところ両方とも畑って書いてあり
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ますね。でも、家が建ってました。 

藤城審査班長  こっちもう建ってるんですね、今。 

齋藤委員  じゃあ、あれですか。現況と、すいません、事務局に、はい。 

事務局  よろしいですか。この○○－○と○○－○については、公簿上畑なんですけれども、１カ月、２カ月くらい前だと思うんで

すけれども、法務局から照会が来まして、事務局で現地を見に行きまして、ここは農地ではないということで、非農地回答を

いたしております。ですから、建物的にこれについては、地目上は畑なんですけれども、現況はもう宅地だということで理解

しておりますけども。 

齋藤委員  わかりました。 

土橋委員  いいですか。 

議長  土橋委員。 

土橋委員  番号２、三咲○丁目○○－○○、１６５㎡、○○－○○、２４㎡、１８９㎡で２棟建つんですか、違うのかな。３号議案の

２。 

事務局  事務局のほうで説明いたします。この○○○○○○さんにつきましては、今ご指摘がありました、○○－○○が１６５㎡、

○○－○○が２４㎡なんですけれども、公図のほうを見ていただきますと、○○－○○、この土地につきましてが、これ農地

ではなくて雑草地になっておりますので、この○○－○○については農地ですので、この農地部分と雑草地の部分も含んで１

つの建物を建てるということです。 

 以上ですけど。 

土橋委員  わかりました。 

議長  よろしいですか。 

土橋委員  はい。 

議長  質問がないようなのでよろしいでしょうか。 
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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。 

 局長。 

局長  農地法第５条許可申請について、議案第３号の５から９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。 

小池審査班長  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、６ページ、地図２５から２７ページをごらんください。 

 ３号議案の５から９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。 

 八千代市で、主にアルミニウム及び鉄の輸出入業を営む譲受人が、現在、八千代市と市原市に資材置場を保有しているが、

手狭であり、また資材を輸出する際に船橋市は港が近いため、当該地を取得し、資材置場として整備するものです。 

 現地は田で、隣接地は田・水路及び道路となっており、周囲は鉄板塀で施工。雨水については、申請地内にＵ字溝及び浸透

升を設置し、砕石敷きで自然浸透処理することから、隣接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済みです。 

 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  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。よろしいでしょうか。齋藤委員。 

齋藤委員  すいません。公図の２６ページですね。この資材置場の今回申請している間に、資材置場が○○○○－○、○○○○－○、
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○○○○－○、○○○○－○、○○○○－○は○○○○さんですね。ここは資材置場はどちらの、この○○○○の資材置場な

んでしょうか。 

小池審査班長  ここは、今、その他ボックスが置かれるような形の処理をされておって、全然関係のないところです。 

齋藤委員  関係のない･･････。 

小池審査班長  今回、上の○○○－○、それから、下の○○○－○－○、これを通路にして内側の土地を利用するという構造になっていま

す。 

齋藤委員 はい。わかりました。 

議長  よろしいですか。 

石山委員  出入り口を別々にするトレーラーが入るので、片方から入って片方が出口にするという、出口、入り口を別にするというよ

うなことを一応言っていましたね。 

齋藤委員  はい。わかりました。 

議長  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、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、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７ページ、地図２８から２９ページをごらんください。 
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 本議案は、高根町所在の地目は畑、面積は１,３０５㎡です。 

 昭和６１年に事務所及び倉庫として、当該地に建築され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ましては、平成９年１月９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、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、許可を要しないことと決しました。 

 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、事務局から説明願います。 

事務局  第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ページです。 

 １については、飯山満町在住の申請人の父が平成２９年８月に死亡したことにより、経営面積９筆、８,１３５㎡のうち、生

産緑地の指定を受けている飯山満町の畑４筆、４,８３３㎡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、また、１０月２７日に現地調査を行った結果、買い取り申し出事由の生じたもの

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。 

 ２につきましては、前貝塚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従事を不可能にさせる故障が生じた
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ことにより、生産緑地の指定を受けている前貝塚町の畑２筆、３,０４６㎡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、また、１１月２日に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。 

 続いて、事務局より報告がございます。 

局長  それでは、私のほうからご報告を申し上げます。 

 まず、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９ページから１２ページ

に記載のとおり、１１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。 

 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１３ページから１７ページに

記載のとおり、９月中に１８件を受理いたしました。 

 続いて、報告事項３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１８ページから２７ページ

に記載のとおり、９月中に３７件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２８ページに記載のとお
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り、１件の通知がございました。 

 次に、報告事項の５、農地法施行規則第２９条第１号の規定による転用届出書について、議案書２９ページに記載のとおり、

１件の届出がありました。 

 次に、報告事項の６でございます。転用許可に伴う工事完了報告について、議案書３０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。 

 事務局で現地調査をし、工事の完了を確認いたしましたので、千葉県知事宛に交付いたします。 

 次に、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３１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。 

 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３２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、ご報告を申し上げます。 

 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 ３３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。       （ ３時 ３６分） 

 

 議長は、午後３時３６分第１１回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 


