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平成２９年 第 １２ 回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成２９年第１２回船橋市農業委員会総会を１２月７日午後３時３０分船橋市役所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  時間も定刻を若干過ぎております。ただいまより総会を始めます。 

 本日は、利用最適化推進委員の皆様も勉強会ということで同席しております。 

 先ほど小委員会のほうでも話がございましたけれども、いろんな相談を最適化推進委員の方も受ける場合に、やはり最適化の農地利用

集積だけでなく、転用についてももしかすると聞かれることもあろうかと思います。農地法についてもおいおい覚えていただければあり

がたいかなと思いますので、よろしくお願いします。 

 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１２回農業委員会総会を開催いたします。 

 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。 

 ５番の菊池眞夫委員と、８番興松勲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。 
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局長  農地法第３条許可申請について、議案第１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、髙橋審査班長の報告を求めます。 

髙橋審査班長  それでは、今月１日、石井俊郎委員、小川晃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ページをごらんください。 

 １号議案の１につきましては、夏見台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２２８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、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１３９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。 

 議案書２ページ、地図５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、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１１６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。 

 続いて、議案書２ページ、地図７から８ページをごらんください。 

 １号議案の４につきましては、金杉１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２２８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。 

 以上、４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でしょうか。 

 小池委員。 

小池委員  ちょっと確認したいんですけれども、番号２の件なんですけれども、これの該当地はすごく細くて長いんですけれども、これは隣接す

る農地そのものが譲受人に接して申請しているということなのでしょうか。 

議長  審査班長。 
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髙橋審査班長  隣が隣接しております。 

小池委員  ○○○がそうなのかな。地図の４ページ、公図のところで接触しているのが○○○、それとも○○○のほうが○○さんの土地？ 

髙橋審査班長  ○○○が○○……。 

小池委員  ○○さんと書いてあるんですけど、この土地が譲受人の今回取得する土地と接触しているという、同じ○○なんだけど、名前が違うよ

うな気がしたので。 

議長  事務局。 

事務局  今の小池委員さんのご質問なんですけれども、今回の申請地が○○○、公図に書いてあります○○○についてなんですけれども、これ

は○○○○○さんということで、このお二人は親子関係になります。 

小池委員  わかりました。 

議長  よろしいですか。 

小池委員  はい。 

議長  ほかにご質問、ご異議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３条許可申請について、議案第１号の５から８を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、湯浅審査班長の報告を求めます。 

湯浅審査班長  それでは、今月１日、齋藤教子委員、神山茂樹委員とともに審査いたしましたので、審査班として所見を申し上げます。 

 議案書３ページ、地図９ページから１０ページをごらんください。 



 

 

4 

 １号議案の５につきましては、宮本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１２５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３ページ、地図１１ページから１２ページをごらんください。 

 １号議案の６から８につきましては、関連議案ですので、一括説明いたします。 

 １号議案の６から８につきましては、社会福祉法人を営む譲受人が、当園利用者のための更生実習及び機能訓練として農園実習を行っ

ておりますが、農園芸作業の農地が手狭なため、当該地を賃借または取得して、実習農園として使用するものです。 

 なお、社会福祉法人は、農地法施行令第２条第１項第１号ハにより、農地の権利取得が可能となっております。 

 以上、４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でしょうか。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号の１を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、湯浅審査班長の報告を求めます。 

湯浅審査班長  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１６ページをごらんください。 

 ２号議案の１につきましては、二和東に在住する申請人が、有料老人ホームが増築することで駐車場が不足するため、当該地を２４台

分の貸し駐車場用地として整備した後、当事業者へ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、砕石舗装で自然浸
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透処理することから、近隣農地への被害のおそれはないものと思われます。また、隣接する農地所有者には説明済みです。 

 資力につきましては、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、第１種農地の不許可の例外事由、農地法施行規則第３５条第５号の既存施設の拡張に該当するため、取り扱い

可能と判断します。 

 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。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。 

 局長。 

局長  農地法第４条許可申請に関する議案第２号の２、及び関連があります農地法第５条許可申請に関する議案第３号の１を上程いたしま

す。 

議長  本議案につきまして、髙橋審査班長の報告を求めます。 

髙橋審査班長  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４から５ページ、地図１７から２１ページをごらんください。 

 ２号議案の２及び３号議案の１につきましては、関連議案ですので、一括説明いたします。 

 ２号議案の２につきましては、申請人の亡き父が平成元年８月２２日付で、農地法第４条にて、貸し駐車場用地として許可をとったも

のですが、その後、同人が駐車場の範囲を広げてしまい、違反転用していたため、始末書添付の上、追認許可申請を行うものです。 

 ３号議案の１につきましては、２号議案の２の申請人の子供が現在アパートに居住しておりますが、手狭なため、申請人である父の土

地を使用貸借し、都市計画法第２９条第１項第２号により、農家住宅１棟を建築するものです。 
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 登記地目は畑で、隣接地は畑及び道路となっており、周囲はコンクリートブロック等で施工し、雨水については、浸透ますにて処理し、

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

者は譲渡人です。 

 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。 

 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、市街地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。 

 興松委員。 

興松委員  １９ページに、平成元年に許可済み、そして許可済みの面積が２５５平米ということになっているんだけど、これは違反転用というの

がいつの時点で確認できたのかということと……、ごめんなさい、許可後、転用なさっていなかったということですよね。そして、転用

なさっていなくて、今ここで転用申請が出たことの理由と、それから、９７３平米のうちの７１８平米ということですから、残っている

部分はどこにあるのか、何になっているのか、その２点。 

議長  事務局。 

事務局  ご説明します。１番のいつ違反が見つかったかということなんですけれども、この案件につきましては、５条の農家住宅のほうで、地

図の１８ページなんですけれども、１８ページをごらんになっていただきまして、今回の申請地と書いてあります○○○－○について農

家住宅、この土地も申請をしたいということの相談を受けて、ここの○○○－○のところは転用の許可がとってあるんですけれども、残

りの土地について違反であるということが判明しました。 

興松委員  ○○○－○というのが。 

事務局  ○○○－○は平成元年に許可をとっております。 

興松委員  これも申請内容どおりに転用されているということ？ 
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事務局  そうです。 

興松委員  そして、残っている部分が出てきたと。 

事務局  そうですね。残りのところは違反転用ということで。 

興松委員  じゃ、それも使っていたということなんだね。 

事務局  そうです。 

興松委員  百何平米を。 

議長  小川委員。 

小川委員  申請者の父が転用したので、それで、申請人は勤めをしていて知らなかった。 

議長  今の興松委員の質問としては、土地のかかわりについての質問なので、許可の質問とはちょっと違うので、その質問に対してというこ

とで。 

事務局  申しわけありません。興松委員さんの説明なんですけれども、こちらの１８ページの公図の中で○○○－○と書いてあるんですけれど

も、この中の一部の土地について転用の許可が元年にとれておりまして、あと、○○○－○の残りの土地について違反転用が発見された

ということです。 

興松委員  今回？ 

事務局  今回。申しわけありません。 

齋藤委員  そういうのは線を引いといたほうがいいです。 

事務局  そうですね、これに線が引いていなくて申しわけありません。 

興松委員  申請地がなかったということだな。１８ページの図面に……。 

事務局  ○○○－○については、５条のほうの農家住宅の申請地ということになります。 

齋藤委員  ２０ページの地図を見てもらうと、わかりやすいと思う。 

事務局  １９ページ……。すいません。今、齋藤委員さんから言われたんですけど、申しわけありません、２０ページの地図のほうを見ていた
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だきますと、全体の囲みの中で２９台分あるんですけれども、この２９台分のところ、平成元年８月２２日付許可済みというところは許

可がとってあるところで、残りの２９台分のこの土地については、転用の許可をとっていないということです。 

小池委員  外側、○○番から○○のぐるっと反時計回りの部分が許可をとっていないで拡幅しちゃったということですか。 

事務局  そうです。 

小池委員  そういう判断でいいんですか。 

事務局  はい。申しわけありません。 

小池委員  わかりました。 

興松委員  ２０ページを見ないとわからない。 

小池委員  ラインが欲しかった。 

議長  興松委員、土地に関して質問はよろしいですか。 

興松委員  はい。 

議長  ほかにご質問等。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５条許可申請について、議案第３号の２から６を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、髙橋審査班長の報告を求めます。 

髙橋審査班長  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５ページ、地図２２から２４ページをごらんください。 
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 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、４棟の

建て売り分譲住宅を建築するものです。 

 現地は田で、隣接地は田・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及びフェンスで施工、雨水については、

雨水貯留槽を設置し、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、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、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。 

 続いて、議案書５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３につきましては、市内で主に土木建築業を営む譲受人が、現在使用している資材置場が手狭なため、当該地を賃借し、資

材置場用地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、周囲は単管パイプで施工、雨水については、砕石敷きによる自然浸透処理することか

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。 

 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隣接していることから、第

２種農地と判断します。 

 議案書５ページから６ページ、地図２８から３１ページをごらんください。 

 ３号議案の４から６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。 

 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、７棟の
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建て売り分譲住宅を建築するものです。 

 ３号議案の５及び６につきましては、裁判の判決により相続人が確定したため、その相続人から単独申請で、道路用地及びごみ置き場

用地として整備するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑・雑種地・山林・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、雨水ま

すを設置し、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、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、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、確認書が提出されており、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、市街地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。 

 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。 

 （「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７から１０を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、湯浅審査班長の報告を求めます。 

湯浅審査班長  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６ページ、地図３２から３４ページをごらんください。 

 ３号議案の７につきましては、譲受人が現在、教職員住宅に居住しておりますが、老後の生活環境を考え、義父の土地である当該地を

使用貸借し、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。 

 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、雨水については、宅内に貯留槽を設け、側溝へ

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、確認書が提出されております。 

 資力については、残高証明及び融資証明にて確認済みです。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、二和向台駅から半径１キロ以内の宅地の割合が約８０％であり、宅地化の割合が４０％を超えているため、農

地法施行規則第４５条２号で定める２種農地と判断します。 

 議案書６ページ、地図３５から３７ページをごらんください。 

 ３号議案の８につきましては、市内で主に自動車販売を営む譲受人が、現在使用している駐車場及び車両置き場が手狭なため、当該地

を賃借し、駐車場及び駐車置き場として整備するものです。なお、隣接地である八千代市の農地も同時に転用するものです。 

 登記目的は山林で、現況は畑、隣接地は畑・山林・雑種地及び道路となっており、周辺はコンクリートブロック及びフェンスで施工、

雨水については、浸透ますを設置することから近隣等への被害発生のおそれはないものと思われます。 

 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、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。 

 なお、第３号議案の９及び１０につきましては、取り下げが提出されております。 

 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。 



 

 

12 

 小池委員。 

小池委員  確認させていただきたいんですけれども、地図の３５ページ、この中の、船橋市に係る申請地というのは、細いくびれた形のところだ

と思うんですけれども、全体の作業規模というのを見たときに、３５ページの地図でいくと、おおむね三角、２３.１と書いてあって、

点線で囲まれてるあたり、それを含めたあたりが開発域、駐車場になる領域と見てよろしいですか。 

湯浅審査班長  言っている意味がちょっと…。 

小池委員  ごめんなさい、地図の３５ページを見てもらうと。 

石山委員  要するに、４１台の駐車場用地と言われているのに２４１平米しかないからということですね。 

小池委員  そうそう。ということで、赤く書かれている申請地というのが船橋の土地なんだけれども、三角で、隣に２３.１と書いてあって、大

体畑の格好で点線で囲まれている領域がありますけれども、その全部が今回の事業敷地になるということですよねという確認です。 

湯浅審査班長  そうです。ここがたまたま船橋市で、こっちがもう八千代市…。 

小池委員  八千代なんですね、はい。 

湯浅審査班長  この土地は兄弟で持っています。 

小池委員  八千代の土地と含めて４１台の開発になって、今回申請地が、その赤い部分だけがちょうど船橋に属しているという判断でよろしいで

すね。 

湯浅審査班長  はい。 

小池委員  わかりました。 

議長  よろしいですか。ほかにご質問等ございませんでしょうか。 

 菊池委員。 

菊池委員  単純な質問なんですけれども、これ、地目が山林で現況が畑と書いてありますよね。こういう場合、僕、全然、不勉強で知らないんで

すけれども、山林というのはどこが管轄しているんですか。要するに、現況が畑だったら、これは農地と見なして農業委員会の管轄にな

るということでございますか。無知なものでそういうことがわからないんですが。 
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議長  事務局。 

事務局  今、菊池委員さんが言われましたように、地目上が山林であっても現況が農地であれば、農地法の場合には現況主義をとりますので、

農地転用の許可申請は必要になります。 

 以上です。 

菊池委員  それは過去ずっとそうでございますか。要するに、立ち退きも、山林というのは林地で、林地は林野解放されなかったですよね、終戦

直後の話ですが。いつのころからそうなったかというのは、これは審査に関係ないので後で教えていただけたらと思います。 

 どうもありがとうございました。今のことは結構でございます。すいません、変な質問しちゃって。 

石山委員  私もこれと関係ないんですけど、地目が山林の場合は相続税法でどういう対応になるのか、ちょっと聞きたい。現況が畑であれば、畑

としてみなして、例えば納税の猶予とかそういうものができるのか、地目主義なのか、現況主義なのか、相続税法における対応ですが、

この辺はこの審査と直接的な関係はないんですが、菊池委員と同じように後ほど教えていただければなと思います。 

議長  あくまでも税務職員ではございませんので、わかる範囲で事務局のほうで、あれば、後で石山委員のほうにお伝えください。 

事務局  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。 

 本件につきまして、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１１から１３を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、湯浅審査班長の報告を求めます。 

湯浅審査班長  それでは、引き続き審査班として所見を申し上げます。 
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 議案書７ページ、地図４１から４３ページをごらんください。 

 ３号議案の１１につきましては、譲受人が、現在、賃貸住宅に居住しておりますが、実家に近い場所に住みたいと以前から希望してい

たところ、祖父から生前贈与により当該地を譲り受けることになったため、都市計画法第３４条第１２号により専用住宅１棟を建築する

ものです。 

 登記簿は山林で現況は畑、隣接地は山林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、雨水浸透ます

を設置し、汚水・雑排水については、浄化槽を設置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。なお、隣接

農地所有者は譲渡人であります。また、都市計画法の手続きは、現在申請中であります。 

 資力については、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・雨水管が埋設されている道路に沿っており、おおむね５００メートル以内に私立英進幼稚園

と大島嬉泉病院の教育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。 

 議案書７ページ、地図４４から４６ページをごらんください。 

 第３号議案の１２につきまして、千葉市で主に廃棄物処理業を営む譲受人が、既存駐車場の周辺に学校及び住宅があり、危険や騒音が

発生していることから既存駐車場を返却し、また事業拡大のため、新たに当該地を取得し、ごみ収集車両を置くための駐車場用地として

整備するものです。 

 現在は畑で、隣接地は畑・山林及び道路となっており、周囲はコンクリートブロック及び万能鋼板で施工、雨水については、砂利敷き

とし、自然浸透とし、汚水については仮設トイレを設置する予定です。なお、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、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。 

 議案書８ページ、地図４７から５０ページをごらんください。 

 第３号議案の１３につきましては、市内で主に不動産管理及び建築土木工事を営む譲受人が、建築資材の仕入れの効率性及びコスト面
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を考え、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及びフェンスで施工し、雨水については、自然

浸透とし、汚水については仮設トイレを設置する予定です。なお、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、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５００メートル以内に二和病院と船橋

市身体障害者福祉作業所、太陽の医療施設と社会福祉施設があることから、第３種農地とし、判断します。 

 以上、３議案につきまして、許可相当と思われます。 

議長  ただいま審査班長報告がございましたが、その前に事務局のほうで訂正がございます。 

事務局  申しわけありません。議案書の７ページなんですけれども、議案番号３の１１、○○○○さんと、○○○○さんの権利関係なんですけ

れども、所有権移転売買となっておりますが、所有権移転で贈与ということになります。 

 訂正させていただきます。 

 以上です。 

議長  それでは、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  確認なんですけれども、番号１２番の譲受人なんですけれども、○○○○○○さん、どういう種類のお仕事の方なのか、教えていただ

ければと思います。 

議長  審査班。石井さん。 

石井委員  産業廃棄物です。 

小池委員  産業廃棄物業者さん？ 

石井委員  うん。 

小池委員  これ、駐車場として使うような構図になっているんだけれども、そこで処理するんじゃなくて。ただ車の……。 
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石井委員  車です。学校があったり、既存の駐車場が、危険があるので田舎のほうに移ると。 

小池委員  わかりました。ごみ収集車みたいな車ね。 

石井委員  黄色い、よく走っているでしょう。同じようなのがあるかもしれないけど。 

小池委員  そのための駐車場ということですね。 

石井委員  はい。 

小池委員  はい、わかりました。 

議長  ほかにご質問、ご意見等、ご異議等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。 

 本件につきまして、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いについて、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号議案の１から３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９ページ、地図５１ページか

ら５２ページをごらんください。 

 ４号議案の１につきましては、飯山満町所在の地目は畑、面積は１１６平米です。昭和３９年に住宅として当該地に建築され、現在に

至っております。また、所有権は平成２６年４月２２日、相続により取得しております。２０年以上宅地だった旨の証明としては、昭和

４５年３月８日撮影の航空写真が添付されております。 

 議案書９ページ、地図５３から５４ページをごらんください。４号議案の２につきましては、豊富町所在の地目は畑、面積は７４２平

米です。平成２年に事務所、工場として当該地に建築され、現在に至っております。また、所有権は平成１２年２月３日、相続により取
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得しております。２０年以上宅地であった旨の証明としては、平成９年１月９日撮影の航空写真が添付されております。 

 議案書９ページ、地図５５から５６ページをごらんください。４号議案の３につきましては、東町所在の地目は畑、面積は６６平米で

す。は昭和４０年に住宅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ては、昭和５４年１１

月１４日撮影の航空写真が添付されております。 

 以上、３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て、ご意見はございませんでしょうか。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、許可を要しないと決しました。 

 局長。 

局長  相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて、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  ５号議案は、相続税の納税猶予に関する適格者証明でございますので、議案書は１０ページです。 

 前貝塚町に在住の申請人の夫が平成２９年５月に死亡したことにより、耕作地４筆、４,９０４.３４平方メートルのうち、生産緑地で

ある前貝塚町の畑２筆、４,７５７平方メートルについて、相続税の納税猶予の特例を受ける適格者として証明願の申請がありました。

１１月２１日、事務局が調査を行い、現地が農地として利用されており、申請人から今後も農業経営を行うことを確認しました。したが

いまして、申請人は相続税の納税猶予の適格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て、ご意見はございませんでしょうか。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、相続税の納税猶予の適格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、適格者と認定することに決しました。 

 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いについて、議案第６号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、事務局から説明をお願いします。 

事務局  ６号議案は、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願いでございます。議案書は１１ページです。 

 １及び２は関連議案ですので一括でご説明します。 

 ６号議案の１の、中野木に在住の申請人が生産緑地法第１０条に規定される農業従事が不可能となる故障が生じたことにより、経営面

積１７筆、１万８,８６７平方メートルのうち、議案１では、生産緑地の指定を受けている中野木所在の１筆、２,９４５平方メートル、

同じく議案の２は、こちらは、その１の申請人の方の孫からの申請となりますが、中野木所在の２筆、２,４９４平方メートルについて、

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。 

 事務局により事情聴取、従事日数等の確認及び１１月３０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。 

 ６号議案の３は、前月の１１月総会でご承認いただいた案件ですが、申請人から、農業経営の計画の見直しにより、前回４筆を対象と

したところを今回１筆追加して５筆を対象として改めて証明願があったものです。内容としましては、飯山満町に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平方メートルのうち、生産緑地の指定を受けている飯山満町の畑５筆、

５,５４７平方メートルについて、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。 

 事務局により事情聴取、従事日数等の確認及び１１月３０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。 
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 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。 

 興松委員。 

興松委員  これ、１と２、所有者が同一人であって、そして、身体障害ということで証明願が出てきたと。そのときにまだ、この数字からも生産

緑地は残っているんだよね。そこで受付時にどういう指導をしているのか。というのは、具体的に残っている生産緑地はどうするんです

かというような尋ね方はしないの？ 話の内容はわかる？ 

事務局  今回、身体故障があったのは１の申請人の方で、所有者がそれぞれ申請人とそのお孫さんということで分かれていまして、生産緑地…

…、少々お待ちください、すいません。 

興松委員  所有者は身体故障という申し出をした人でしょう。 

事務局  はい。 

興松委員  そして、うちの隣のことでも具体的にどんなふうになっているのかわからないんだけど、数字の内容から言ったら、まだ生産緑地が残

っていることになるんだよね。そのときに、もしも残っている生産緑地を、この身体故障が理由で受け付けしているとしたら残っている

生産緑地はどうなるんですか、どうするんですかという確認はするのかしないのかという話。 

事務局  します。この方に関して言うと、すいません、議案の書き方がよくなかったんですけれども、１番と２番の方は、おばあさんとお孫さ

んになるので、１つの経営体になるんですけれども、結局、ここで言う生産緑地面積３筆と右に書いてありますが、３筆、５,４３９と

いうのは、今回解除するのはまさにこの３筆のことなんですね。１の２,９４５と２,４９４を足した数字になりますので、この経営体と

しては、ここの生産緑地については解除してしまうということにはなるんですね。 

興松委員  だから、その先の話で。 

小川委員  残りの生産緑地が……。 

興松委員  どうするんですかという聞き方はしないのかという話。 

事務局  もし生産緑地が残る方でしたら、もちろん生産緑地で耕作するのかしないのかというのは聞くんですけれども、今回のこの形で言うと、
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この方がほかに持ってらっしゃる農地というのは市外のところですとか、あとは……。 

興松委員  生産緑地では持ってないということね。 

事務局  生産緑地では、はい、今回の解除で終わりということです。 

興松委員  ありがとうございます。そういう説明ならわかりました。 

事務局  そうですね。すいません、そこは毎回確認をいたします。 

議長  いいですか。ほかにご質問等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、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  平成２９年度第３次農用地利用集積計画について、議案第７号の１から１８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３次農用地利用集積計画についてでございます。議案書は１２ページから１７ページです。 

 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項において、市は農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を定めなければならない旨の規

定がございます。このことにより、市長から農用地利用集積計画を作成するため、農業委員会の決定をいただきたい旨の依頼がありまし

た。 

 まず１は、金堀町の田２筆、４,８２５平方メートルに賃借権３年を新規に設定するものです。 

 また、２から１８番ですけれども、更新による継続契約についてでございます。 

 ２は金堀町の田１筆、１７８平方メートルに賃借権３年。 

 ３は豊富町の畑１筆、１,４８０平方メートルに賃借権３年。 
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 ４は大神保町の畑１筆のうち一部、９１０平方メートルに賃借権６年。 

 ５は大神保町の畑１筆のうち一部、９１１平方メートルに賃借権６年。 

 ６は大穴南の畑１筆、３,３１８平方メートルに賃借権３年。 

 ７は神保町の畑１筆、１,５００平方メートルに使用貸借権６年。 

 ８は神保町の畑１筆、８６６平方メートル賃借権２年。 

 ９は大神保町の田及び畑４筆、７,０４３平方メートルに使用貸借権２年。 

 １０は豊富町の畑１筆のうち一部、３,０００平方メートルに賃借権３年。 

 １１は坪井町の畑１筆、１,７７５平方メートル使用貸借権３年。 

 １２は小室町の田４筆、３,５４１平方メートルに賃借権３年。 

 １３は二和西の樹園地２筆、６,０２４平方メートルに使用貸借権１年。 

 １４は二和西の畑４筆、２,８８１平方メートルに賃借権３年。 

 １５は高根町の畑１筆、５,７７８平方メートルに賃借権３年。 

 １６は松が丘の田５筆、２,０６３平方メートルに使用貸借権２年。 

 １７は二和西の畑４筆、２,２１５平方メートルに使用貸借権４年。 

 １８は旭町の畑２筆、１,５３９平方メートルに賃借権２年。 

 以上、それぞれ設定するものです。 

 事務局において、借り手の経営状況等を確認調査した結果、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、ご意見はございませんでしょうか。 

石山委員  よろしいですか。この中で年数と年間の金額が書いてありますけれども、年間の金額が書いてあるケースと書いてないケースがあるん
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ですけれども、これはどういう理由なんですか。借賃と書いてあるやつですか。 

事務局  当人同士でのご契約が優先されるので、当人同士で話し合って条件を決めていく形になりますので、金額が入っていないものは使用貸

借で、無償で貸し借りがされるという契約が成り立つものです。 

石山委員  ありがとうございます。 

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、平成２９年度第３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。 

 局長。 

局長  平成２９年度第３次農用地利用集積計画について、議案第７号の１９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、小川晃委員の退席を求めます。 

  ―――――――――   小川委員退室   ――――――――― 

議長  それでは、本議案につきまして、事務局の説明を願います。 

事務局  議案書は同じく１７ページです。７号議案の１９は、二和西の畑２筆、５６４㎡に、用貸借権６年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調査した結果、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、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、平成２９年度第３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
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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。 

 小川委員、入室をお願いいたします。 

  ―――――――――   小川委員入室   ――――――――― 

議長  局長。 

局長  平成２９年度第３次農用地利用集積計画について、議案第７号の２０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、小池正一委員の退席を求めます。 

  ―――――――――   小池委員退室   ――――――――― 

議長  それでは、本議案につきまして、事務局からの説明を願います。 

事務局  議案書１８ページです。７号議案の２０は、坪井町の畑１筆、８８１㎡に、賃借権２年を継続で契約するものです。事務局において、

借り手の経営状況等を確認調査した結果、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、ご意見はございませんでしょうか。 

興松委員  ○○さんの隣の畑？ 

齋藤委員  そうです。 

興松委員  前、農業委員会で芋掘りをやったところですか。 

齋藤委員  そうそう。 

  （「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３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。 
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 全員一致であります。よって、承認することに決しました。 

 小池委員の入室をお願いします。 

  ―――――――――   小池委員入室   ――――――――― 

局長  平成２９年度第３次農用地利用集積計画について、議案第７号の２１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、藤城孝義委員の退席を求めます。 

  ―――――――――   藤城委員退席   ――――――――― 

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  議案書は同じく１８ページです。７号議案の２１は新高根の畑３筆、２,２４６㎡に賃借権３年を継続で契約するものです。 

 事務局において、借り手の経営状況等を確認調査した結果、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  ただいまの事務局の説明に対し、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  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、平成２９年度第３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。 

 藤城委員の入室をお願いします。 

  ―――――――――   藤城委員入室   ――――――――― 

議長  局長。 

局長  農地等の利用の最適化の推進に関する指針について、議案第８号を上程いたします。 
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議長  本議案につきましては、１０月総会において、農政小委員会に付託した案件でございます。 

 小池農政小委員長の報告を求めます。 

農政小委員長  本議案につきましては、１０月６日と１１月１日に農政小委員会を開催し、まず、指針の素案を作成いたしました。また、農業委員会

法の規定により、指針を定めるときは、農地利用最適化推進委員に意見を聞かなければならないということから、１１月８日と本日、農

地利用最適化推進委員と農政小委員による合同会議を行い、指針の素案にご意見をいただいた上で、指針案を作成しました。この指針案

については、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局  本日、お配りした資料の中で、右上に第８号と書いた資料をごらんいただきたいんですけれども、こちらがご決定いただいた指針の案

になります。読み上げたいと思います。 

 船橋市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」。 

 第１、基本的な考え方。農業委員会等に関する法律の改正法が平成２８年４月１日に施行され、農業委員会においては、農地等の利用

の最適化の推進が最も重要な必須事務として、明確に位置づけられた。 

 船橋市の人口は６３万人を超えて、政令指定都市をのぞき、全国で最大の都市となっており、都市近郊という立地条件を生かし、市内

各地域で多様かつ独自性の高い農業経営が発展し、高品質な農産物を供給する調和のとれた生産性の高い都市農業が営まれている。 

 一方で、経済情勢の変化等、さまざまな要因もあって、農業後継者の不足や担い手の高齢化、これに伴う遊休農地の増加、また住宅等

の開発による営農環境の悪化等といった問題が発生している。 

 こうした問題に対応するため、農地利用状況調査・利用意向調査を中心とした遊休農地の解消と発生防止、農地を確実な借り手につな

げる利用集積、新規参入の促進等により、生産性の高い都市農業の維持・発展を図るため、農地等の利用の最適化を推進する必要がある。 

 以上のような観点から、地域の特色を生かした船橋ならではの農業を築くため、法第７条第１項に基づき、農業委員と農地利用最適化

推進委員が連携し、担当区域の活動を通じて、農地等の利用最適化が一体的に進んでいくよう、船橋市農業委員会の指針として、具体的

な目標と推進方法を以下のとおり定める。 

 なお、この指針は、「農林水産業・地域の活力創造プラン」で、「今後１０年間で、担い手の農地利用が全農地の８割を占める農業構造
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の確立」とされたことから、それに合わせて平成３５年を目標とし、農業委員及び推進委員の改選期である３年ごとに検証・見直しを行

う。 

 また、単年度の具体的な活動については、「農業委員会事務の実施状況等の公表について」に基づく、「目標及びその達成に向けた活動

計画」のとおりとする。 

 ２ページ目に移ります。第２、具体的な目標と推進方法。１、遊休農地の発生防止・解消について。（１）が遊休農地の解消目標とあ

りまして、これは平成２９年３月での数値を基準にしておりまして、農地台帳から算出した船橋市内の農地面積はまず、１,２７９.５ヘ

クタールです。遊休農地面積は、昨年の利用状況調査結果となるんですけれども、３８.３ヘクタール。遊休農地の割合は全体から見た

３％となります。これが、目標である平成３５年、６年後ですけれども、ここでは５.４ヘクタール減らした、３２.９ヘクタールとして

おります。 

 改めて、この理由なんですけれども、３８.３ヘクタールの遊休農地のうち、土地の形状であったり、現況といったところから、比較

的早い時期に再生が見込まれると思われるものが２０ヘクタールと確認をしました。そして、その２０ヘクタールも含めてなんですけれ

ども、平成２７年、２８年度に遊休農地の所有者に対して調査を行っております。その中で、所有者がみずから耕作を再開、または個人

や団体に農地として貸し付けや売却を希望と回答した方が持っている遊休農地が５.４ヘクタールでしたことから、まずは、農業委員会

としては、確実な目標として、６年で５.４ヘクタールを解消するという、年間でいうと、５.４÷６で０.９ヘクタールなんですけれど

も、それを目標として掲げております。 

 （２）が目標を達成するためのことですけれども、遊休農地の発生防止・解消の具体的な推進方法ですけれども、①が農地の利用状況

調査と利用意向調査の実施についてとなります。１つ目が、農業委員と推進委員が連携の上、農地利用状況調査及び利用意向調査を実施

する。利用意向調査後は、農地の利用関係の調整のため、耕作再開、利用集積、所有者等への指導・説得等の方針を検討し、推進委員を

中心として、戸別訪問等により農地の効率的利用に向けた働きかけを行う。 

 次に、利用状況調査のほか、遊休農地及び遊休化のおそれがある農地等について、推進委員を中心として、地区ごとに現地調査を行い、

地図を活用して把握する。 
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 続いて、農業委員は、違反転用の発生防止・早期発見等、農地の適正な利用の確認に関する現場活動については、利用状況調査の時期

にかかわらず、適宜実施する。また、推進委員は、現地調査及び違反転用農地、また違反転用の疑いのある農地を発見したときは、適宜、

農業委員会に報告を行うものとする。 

 続きまして、利用意向調査の結果を踏まえ、農地法第３４条に基づく農地の利用の増進が図られるよう、利用環境の調整を行うとして

います。 

 続いて、利用状況調査及び利用意向調査の結果は、速やかに農地台帳に記録し、農地法に基づく公表を行うとしております。 

 ②、農地中間管理機構との連携についてです。利用意向調査の結果を受け、農家の意向を踏まえた農地中間管理機構への貸し付け手続

きを行うとしております。 

 ③、非農地判断について。利用状況調査と同時に実施する「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」によってＢ分類（再生利用困難）

に区分された荒廃農地についての「非農地判断」について、協議、検討し、守るべき農地の明確化を図るとしております。 

 続きまして、４ページ目に移ります。４ページは利用集積となりますが、２、担い手への農地利用の集積・集約化についてとなります。

（１）で、担い手への農地利用集積目標とあります。こちらは、現在５０２ヘクタールですけれども、年間５ヘクタールずつ増やすとい

う目標で、６年後、平成３５年に５１２ヘクタールとしております。 

 これを達成するための具体的な方法としまして、（２）担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な推進方法。①、農地の利

用調整と利用権設定についてです。１つ目が、管内の地域の農地利用の状況や担い手の意向を踏まえ、農地の集約化のための利用権の設

定・交換・再設定を推進する。また、農地の区画、形状が悪く、受け手が少ない、または受け手がいない地域では、農地中間管理機構に

よる簡易な基盤整備事業の活用をするなど、地域に応じた取り組みを推進するとしております。 

 ②、農地中間管理機構等との連携についてです。農業委員会は市、農地中間管理機構、農協等と連携し、（ア）、農地中間管理機構に貸

し付けを希望する復元可能な遊休農地、（イ）、経営の廃止・縮小を希望する高齢農家等の農地について、農地中間管理事業の活用を検討

するなど、農地の出し手と受け手の意向を踏まえたマッチングを行うとしております。 

 ③、「人・農地プラン」の推進について。農業委員会として、地域（１集落、または数集落）ごとに、人、農地の問題解決のため、「地
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域における農業者等の協議の場」を活用し、将来への農地利用について考える機運づくりに取り組むともに、集落での話し合いを推進す

るとしております。 

 ④、農地の所有者等を確知することができない農地の取り扱いです。こちらは、農地の所有者等を確知することができない農地につい

ては、公示手続き等を経て、都道府県知事の裁定で利用権設定ができる制度を活用し、農地の有効利用に努めるとしております。 

 最後、５ページ目の３番、新規参入のところなんですけれども、（１）で新規参入の促進目標とあります。現状は、新規参入は個人が

１名で０.５ヘクタール、法人はまだ実績がゼロの状況です。こちらは件数も少ないこともありまして、６年後の目標としては、３年間

で１ずつということで、平成３５年に個人が３人、面積が合計で１.５ヘクタール、法人については２経営体、合計で１ヘクタールとし

ております。 

 こちらの（２）、新規参入の促進に向けた具体的な推進方法ですけれども、①、関係機関との連携について。こちらは、都道府県・全

国の農業委員会ネットワーク機構、農地中間管理機構と連携し、管内の農地の借り入れ意向のある認定農業者及び参入希望者（法人を含

む。）を把握し、必要に応じて現地見学や相談会を実施するとあります。 

 ②、こちらは新規参入の促進及び下限面積の設定についてです。新規参入に係る研修や説明会への参加等により情報収集を進めるとと

もに、参入希望者への支援や、別段の下限面積の設定等、新規就農の促進を図るとされました。 

 続いて、担い手不足が懸念される地域では、企業も地域の担い手になり得る存在であることから、農地中間管理機構も活用して、企業

の参入の促進を図るとしております。 

 案の説明は以上となります。 

農政小委員長  今、事務局から説明がありましたが、審議のほう、よろしくお願いします。 

議長  ただいまの農政小委員長の報告に対し、ご意見はございませんでしょうか。 

石山委員  記憶不足だと言われてもしようがないのですけど、５分の４ページのところの集積面積、現状５０２.０ヘクタールですけど、これは

集積面積の定義というのがよくわからないのです。それから、もう一つ、遊休農地の解消目標、農地集積目標がありましたけれども、Ａ

分のＢで集積率なり、遊休農地の割合を出していますけれども、この中で３年ごとの目標としているから、最終的に平成３５年の目標で、
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これの管内の農地面積は変わらないのですよね。ということは、集積面積は変えているのですけれども、おそらく管内の農地面積は、３

年後、あるいは平成３５年同じだということはあり得ないわけですから、この母数が下がれば、集積率や何かも変わってくるのだと思う

のです。この辺の見通しはどういうふうに考えておられるのかを聞きたいと思います。 

事務局  担い手の集積面積の定義ですけれども、説明すべきだったのかもしれないのですが、これはあくまで国の考え方での集計方法ですけれ

ども、担い手というところが、中心的な農業体として、具体的には、認定農業者の方が自分で所有、または借りてでも、どちらも該当す

るのですけれども、認定農業者の方が耕作している土地が、まず１つです。あと、もう一つ、認定農業者だけではなくて、市のほうで農

業経営に関する基本構想を定めていまして、基本構想というものは、そういった認定農業者に準ずるような農業者の位置づけとして、年

間の農業従事時間であったり、あと、収益の基準なんかも定めておりまして、基本構想の水準に到達している農業者といった方が、所有

または借りて耕作しているということを指します。そういった方々が耕作している面積が市内で５０２ヘクタールということになりま

す。 

 定義は以上ですけれども、２点目の農地面積がこのままではないという見通しですけれども、これまでの推移を見ていると確かにおっ

しゃるとおりで、毎年、結構な数値の減少の傾向を示していますので、分母も当然変わってくるというのがあるのですが、現状では、あ

まり土地の状況、農地が減ってしまうという推定は考慮せずに、現状を基準として目標を掲げたという形になります。 

石山委員  わかりました。ただ、その場合、遊休農地の割合ということで、目標を２.６％に定めていますけれども、母数が減れば、逆に３.何％

になる可能性もあるということになれば、解消目標そのものに問題が出てくる可能性があるなと思うんです。計画そのものというか、指

針というものに、その辺を３２年なり３５年になったとき、３２年は途中経過だということで、変な言葉で申しますけど、３５年につい

ては、かなりきつい問題が出てくるのかなということで、心配ですということだけで、それ以上ありません。ありがとうございます。 

議長  ほかにご意見等ございますでしょうか。 

石井委員  いいですか。私も認定農業者になっていて、息子たちがやり始めて、もう何年もたつのですが、後継者、この間、厚木のほうに見学さ

せていただいたときに、もう少し地域の機械力というか、それが担い手に対しては船橋市ももっとしてほしいなということが第一印象で

す。それというのは、トラクターにしても、規模を拡大していると大型化してくるので、それの移動手段が、後継時、親がバックアップ
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するか、または親が亡くなったときに、機械と人手が足りなくなるので、その点の農業観点でバックアップしていただくような政策をこ

れからももっと強くやっていかないと、新規就農にしても、後継者にしてもやっていけなくなるのではないかと。そういうのが、自分が

もう６０後半で次の世代を考えたときに、老人ばっかり５０％以上いるような時代、次のもう２０年を考えると、息子たちも４０で、２

０年たつと同じような立場になるので、農地が現状維持、もしくは、少しでも減らさないようにするのには、そういうメンテナンスの面

で行政も手助けをしていかないとならないのかなと、それのお願いです。 

局長  その辺につきましては、例年、元建議書といっていた農政に対する意見書があります。また、その中に、ご意見として入れることがで

きると思いますので、その辺のところを今度、また別途、意見書の検討をする機会があると思いますので、その際にご意見として言って

いただけるといいかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長  よろしいですか。 

 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  なければ採決いたします。本議案につきまして、原案どおり、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定め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、事務局より報告がございます。 

局長  お疲れだと思いますが、申しわけございません。私のほうから報告事項を申し上げます。 

 まず、報告事項の（１）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１９ページから２６ページに記載

のとおり、１０月中に３４件受理いたしました。 

 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２７ページから３４ページに記載

のとおり、１０月中に２９件を受理いたしました。 

 以上、報告事項（１）から（２）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
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交付いたしました。 

 次に、報告事項の（３）でございます。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３５ページに記載の

とおり、１件の届出がありました。 

 報告事項の（４）でございます。転用許可に伴う工事完了の報告について、議案書３６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。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、報告事項の（５）、農地の転用事実に関する照会について、議案書３７ページに記載のとおり、３件を局長専決として回答いた

しました。 

 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３８ページに記載のとおり、２件を受理いたしました。 

 報告事項の（７）、農地の埋め立て等工事完了届出書の受理について、議案書３９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４０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、報告いたします。 

 最後、報告事項の（９）でございます。平成３０年度の農地調整事務予定表を配付いたしました。案の段階ではありますけれども、県

との事前打ち合わせは終えておりますので、日程等に特段の変更はないものと思われます。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。       （ ４時５９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  ―――――――――   事務連絡   ――――――――― 

議長  次に、農委だより編集委員長より連絡事項がございます。 

農委だより委員長  ―――――――――   連絡事項   ――――――――― 
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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。       （ ５時 ３分） 

 

 議長は、午後５時３分第１２回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


