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平成３０年 第 １ 回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成３０年第１回船橋市農業委員会総会を１月１２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  では、１分前ですけれども全員そろいましたので、ただいまより農業委員会総会を始めます。 

 明けましておめでとうございます。最強寒波が来ているということですが、風がないと意外と日中は暖かく感じますけど、

やはり朝晩はかなり厳しいようで、皆さんも体調にお気をつけてお過ごしください。 

 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３０年第１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。 

 ６番髙橋光一委員と、７番齋藤教子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５条許可申請について、議案第１号を上程いたします。 
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議長  本議案につきまして、菊池審査班長の報告を求めます。 

菊池審査班長  それでは、今月９日、正月早々でございますが、小池正一委員、藤城孝義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。 

 今見ていただいている議案書の２ページ、それから、地図の１ページから３ページをごらんください。 

 １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３４条第１１号により、

８棟の建売分譲住宅を建築するものであります。 

 現地は畑で、隣接地は畑・道路及び宅地となっておりまして、周囲はコンクリートブロック及びフェンスで施工し、雨水は

貯留施設を設置し、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きまし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。 

 次に議案書２ページ、地図の４ページから６ページをごらんください。 

 １号議案の２及び３につきましてでございます。これら２つの件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。 

 １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、１２棟の建売分譲住宅を建築するものであります。 

 １号議案の３につきましては、１号議案の２の開発行為に伴い道路拡幅が条件となるため、当該地を使用貸借し、整備後、

市に帰属するものでございます。 
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 現地は畑で、宅地・雑種地・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、雨水については貯留施設にて

処理し、汚水・雑排水については合併浄化槽を設置することから、隣接農地等への影響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説明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で確認済です。 

 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５００メートル以内に、市立

大穴北小学校と大島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、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。 

 齋藤委員。 

齋藤委員  公図の２ページの狭いところに細長くなっているところがありますけど、○○○－○○番で、○○○○○○○○○○○。こ

この、今回、工事するところかなと思ったら違うので、どういう関係でしょうか。わかりますか。 

 前回、きっとこの辺を工事したところでしょうか。 

小池委員  これ、すごく公図の写しでは見づらいんですけれども、ほんのわずかですけど、○○番○○号、○○○○○○○の土地が確

かにあります。これは、もう既に地目変更されておりますので、今回の審査としては該当していない土地になっています。 

 手前の三角の切り出しのようになっているところは農地ですので、今回、転用申請が上がってきた。 

 両方とも道路拡幅でなくなっちゃうところなので、これの交渉については業者が行っているということです。 

齋藤委員  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。よろしいですか。 
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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２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  ２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いでございます。 

 議案書３ページ、地図７ページと８ページをごらんください。 

 ２号議案につきましては、馬込町所在の地目は畑、面積は７９.３㎡であります。 

 当該地は昭和４８年７月３０日に住宅を新築し、宅地として利用し、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。 

 興松委員。 

興松委員  今の件は時効取得でしょう。 

事務局  時効取得ではもう２０年以上……。 

興松委員  だから、時効取得だよね。要するに今一般的に……。 

議長  時効取得という言い方をしていないだけの話で、時効取得と捉えてもいいかもしれませんけれど、そういう言い方はしてい

ないので。 
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興松委員  それで、今お聞きしたいのは、一般的に２０年経過したやつは時効取得になっちゃうということで、その中で、今問題にな

っているのは、じゃあ、その間に行政のほうで検分していないのか、調査を含めて仮定していないのかということが問題にな

っているので、前後関係も含めて２０年の間に勧告していなかったということはあったのかね。この件も含めて。 

局長  時効取得というのは、いわゆる公然とその土地を占有していることによって所有権を持つという話ですよね。そもそも地主

の○○さんという方が以前からこの土地を持っていて、今回は２０年前から建物が建っている状態でいたので、農地法上の許

可を要する必要はないというだけの話で、時効取得で新たにここで所有権を取得したという話ではないです。もともと持って

いた。 

興松委員  ちょっと視点が変わっちゃったんだよな。 

局長  もともとこの畑という地目の土地を○○さんが２０年以上前から持っていて、２０年以上前から建物を建てていたんです、

許可をとらず。 

興松委員  建てていること自体が違法だったんでしょ。 

局長  基本的には、許可は本来必要だったところだと思うんですけれども。 

興松委員  それを見過ごしていたことについて、この２０年の間で行政のほうは何の指摘もしなかったのかというのが論点。 

局長  そういう話ですね。時効取得という話ではなくて、要は、建物が建てたのにかかって、税金上は建物を建てていて現況課税

ですから、それなりに課税にはなっていたと思うんですけど。ただ、うちの許可を得る前から建っていたという話です。 

興松委員  結論から言うと、行政が怠慢だという話が出てくるんだよ。何で２０年間見過ごしていたんだと。 

菊池委員  単純な質問ですけど、２０年前に４条違反が行われたということですか。本来、４条で許可を申請しなくちゃいけないが、

ちょっとうっかりしちゃったんですかね。 

局長  そういうことですね。 

菊池委員  そういう場合は、発見された場合に、どういう措置をとるものとされているんですか、仕方がないねといって見逃すことに

なっているんですか。 
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議長  いや、見逃すというより、農地の利用状況調査というのを１筆ずつやりますよね。そうすると当然、あれ、ここに家が建っ

ているじゃないかという話になりますよね。そうすると、違反転用の指導なり、そういう話が本来であれば行きますよね。 

 ただ、一番わかりにくいのは、例えば１,０００平米あったうちの一番手前の１００平米に家を建てていたと。で、見に行く

と９００平米、立派な畑になっているじゃないかと、ああ、オーケーというふうになっていたら、その１００平米を見逃して

しまったという、私たち、１筆やっても、全部面積で計算してやっていないので、それがこういう場合出てきてしまうという

ことです。 

菊池委員  これはそういうケースであろうと。 

議長  ええ。 

局長  これ、建物は相当古いんですよね。 

興松委員  私が言いたかったのはそういうことより、行政が怠慢だったんじゃないかという。 

局長  でも、それを言っちゃうと、農業委員会も怠慢だったんじゃないですか。 

議長  固定資産税課はしっかり航空写真で撮っています。行政というより、農業委員会が１００平米までしっかりはかってやらな

かった、それが怠慢だということなんですが、現状として、正直申しまして、それを皆さんがやることになるんですけど、全

部面積を足ではかって、これはちょっと余分なんじゃないかというのを１筆ずつやっていただけるのであれば、怠慢……。 

興松委員  この件ばっかりじゃなしで、今指摘されているのは、時効取得というのが、ほんとに行政の怠慢で、かけるべき税金をかけ

ていなかったのではないかという話も含めてある話だから、そういう類似の話は今後も気をつけてやってもらいたいという話

です。 

議長  そうですね。そのあたりは住民一人一人と相談して、それこそ、きっちりやるなら、今言いましたけど、１,０００平米だっ

たら１,０００平米を確かめて、１筆ずつ、１週間ぐらいはかかっちゃいますね、自分のところ。そのあたりも含めて、今後、

皆さんのそういう意見があれば、またそういうのに対応した利用調査の仕方も検討する一つかと思います。 

 ほかにご質問等ございませんでしょうか。 
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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、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、許可は要しないと決します。 

 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３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  ３号議案は相続税の納税猶予に関する適格者証明願いでございます。 

 議案書は４ページです。 

 西船に在住の申請人の母が平成２９年４月に死亡したことにより、耕作地８筆、４,３７０.５３㎡のうち、生産緑地である

西船の畑７筆、３,２８６.５３㎡のうち、３,１２２.０６㎡について、相続税の納税猶予を受ける適格者として、証明願いの

申請がありました。 

 １２月１８日に事務局が調査したところ、現地は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、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、相続税の納税猶予の適格者と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。 
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 局長。 

局長  平成２９年度第４次農用地利用集積計画について、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、平成２９年度第４次農用地利用集積計画についてでございます。 

 議案書は５ページから７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。 

 １は、大穴北の畑１筆、８９５㎡に賃借権３年。２は神保町の畑１筆、４,０１４㎡に賃借権３年。以上をそれぞれ新規に設

定するものです。 

 また、３～１１は、更新による継続の契約についてでございます。 

 ３は大穴南の畑１筆、１,９８６㎡に賃借権３年。４は神保町の畑２筆、１,２５４㎡に使用貸借権３年。５は豊富町の畑３

筆、５,８２１㎡に賃借権３年。６は豊富町の畑１筆、５,０００㎡に賃借権３年。７はみやぎ台の畑１筆、４,０００㎡に賃借

権３年。８は旭町の畑２筆、２,９３４㎡に賃借権３年。９は旭町の畑２筆１,９５３㎡に賃借権３年。１０は馬込町の畑３筆、

１,６５６㎡に賃借権３年。１１は馬込町の畑２筆、１,９２２㎡に賃借権３年。以上を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か。 

 （「異議なし」の声あり） 

議長  ないようなので、採決いたします。 



 

 
9 

 本議案につきまして、平成２９年度第４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。 

 続いて、協議事項に入ります。 

 平成２９年度の活動の点検・評価及び平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画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  資料をお配りしておりまして、右上に協議事項と書いた資料をごらんくださいますようお願いします。 

 それでは、こちらは紙が何枚かありまして、１枚目が本件の概要とスケジュールとなっております。この概要というところ

を読み上げる形になりますけれども、農業委員会等に関する法律の規定により、農地利用最適化の推進の状況や農業委員会事

務の実施状況を周知するため、毎年、農業委員会の活動計画を策定するとともに、活動への評価を行い、６月３０日までにホ

ームページに公表するというものです。 

 昨年度は農政小委員会に付託され、農政小委員会での検討内容を踏まえて、４月総会で決定されております。 

 ２枚目からが本年度の活動計画です。４枚目からが参考のため、昨年度、前回の評価を添付しております。 

 それぞれ主な内容は次の４項目に分かれており、まず、担い手への利用集積、あとは農業への新規参入、遊休農地、違反転

用について、目標の数値や年間の具体的な取り組み方法を定めるものです。 

 この中で、違反転用以外の３つの項目につきましては、先月の総会で決定されました、農地等の利用の最適化の推進に関す

る指針と共通する内容ですので、この指針をもとに作成を進めることができるかと思われます。 

 本日は今年度の活動への評価と、３０年度の活動計画の検討の方法について、ご協議をお願いしたいと思います。 

 説明は以上です。 

議長  本件についてご意見はございませんでしょうか。 

石山委員  わからないので聞きたいんですけど、自己評価しろという意味ですか。 

事務局  そういうことです。 
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石山委員  自分で自分の評価をしろという意味ですか。 

事務局  はい。 

石山委員  それを評価というんですか。 

事務局  活動計画を年度当初に、今でいうと、前の農業委員会で定められた形なんですけども、それに沿って、例えばそこの中で遊

休農地対策ですと、１０月に利用状況調査を行うとかいったことが書かれていますので、しっかりとそういうものが行われて

いれば、問題なくそういった取り組みが行われたという評価をしていく形になります。 

石山委員  ですけれども、適切な方法じゃないですよね。 

議長  自分たちの活動を顧みて、それでまた次の目標を掲げるということだと思います。 

石山委員  評価ではない。 

事務局  あとは、指針のほうでも先日、遊休農地ですとか利用集積の目標数値を言っていただいて。 

石山委員  それは承知しております。 

事務局  やはり、そういった遊休農地がどれぐらい解消されたかですとか、あとは集積がどれぐらい進んだとかいった数値的なもの

を埋める内容もございますので、そういったことも評価する形です。 

石山委員  この前も質問したけど、あの数字は直近３年とか５年の時系列として推移を見て入れればいいんですけど、自分も農業委員

ですけど、言いわけめいた、言いわけを見越してつけているような数字かなという印象を受けたので、その辺はもう少し、第

三者的にも客観性のあるものを今後、検討していければいいなと思います。それだけです。 

議長  ほかにご意見はございませんでしょうか。 

土橋委員  この件に関して、小委員会に付託して協議するのがいいんじゃないでしょうか。 

議長  ただいま土橋委員から、小委員会に付託されたいというご意見がございましたが、皆さんいかがでしょうか。 

石山委員  変えるとしたら大きな問題になりますので、通り一遍でいいんじゃないですか。 

事務局  １つあるのが、確かにおっしゃるとおり、外部からの監査ですとか、より厳しい評価方法というのもあるかと思うんですけ
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れども、一応は国のほうで法律と、あと通知の中で具体的に進め方が決められている中で、農業委員会で自己点検、自己評価

をして、それを公表するとなっているものですので、確かにそういったこともありますが、今後、農業委員会として、より厳

しく見ていくというのは検討していくのも有効な形かと思います。 

石山委員  新しい補助金や助成金を入れるとなると、農業委員会に対する見方も厳しくなるおそれはある。手前みそじゃないから、第

三者からネットや何かで言われたときも答えられないと思う。そこは意識しながらお互いに頑張っていきたいと思っています。 

議長  どうぞ。 

髙橋委員  後で質問しようかとは思ったんですが、ここにもあるんですが、違反転用で、さっきも話が出たんで、前回、私も審査班で

１２月にやったときにも違反転用が１件あったわけですよね、駐車場として何十年も前から使っているという。そういうのが

出た場合というのは、これからどうするんですか。 

 推進委員じゃないんですけれども、畑を年に何回か見てもらいますよね。そのときに違反転用らしきものがあった場合、そ

ういうときの処置というのはこれからどうしたらいいんですか。藤原のほうを見に行ったときに、１カ所駐車場として、何か

これは使っているんじゃないかなという畑があったんだけれども。 

議長  それは事務局のほうに報告していただいて、また事務局のほうは現地を確認して、確かにこれは違反であるということであ

れば、それなりの対処としては、呼び出し等を行ってやっておりますので、そのあたりはこうだったよということで、事務局

のほうにご報告をお願いできればと思いますけど。 

局長  今までも事情聴取ということで、地権者の方を呼んでとか、こちらで委員さんと一緒に、現状も違反になっていると、その

ときはどういう経緯があったのかと、今後、これをどういうふうに解消していくのかという形の指導をしているというのが、

今までやってきた経緯なんです。今後もそのようなやり方はとっていくという考え方です。 

議長  ほかにご意見ございませんか。 

 今、詳しくは小委員会のほうで決めてくれという土橋さんの意見もございましたが、ほかに小委員会に付託する前に言って

おきたいという方がいらっしゃれば 
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  （「異議なし」の声あり） 

議長  なければ、土橋委員のお言葉であります、小委員会に付託するということについて採決を行いたいと思います。 

 本件につきまして、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。それでは、全員一致で付託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、私のほうから報告を申し上げたいと思います。 

 報告事項の１でございます。農地法第４条届け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１３ページに記載

のとおり、１１月中に１９件の届け出を受理いたしました。 

 それから、報告事項の２でございます。農地法第５条届け出に係る受理通知書の交付について、議案書１４ページから２２

ページに記載のとおり、１１月中に２９件の届け出を受理いたしました。 

 以上の報告事項１から２の届け出について、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３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２３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、千葉県知事宛に送付いたします。 

 次に報告事項の４、農地の転用事実に関する照会について、議案書２４ページから２６ページに記載のとおり、９件を局長

専決として回答いたしました。 

 次に報告事項の５、農地法第４条の規定による許可申請の取り下げ願いについて、議案書２７ページに記載のとおり、１件

の取り下げ願いの提出がありました。 

 報告事項の６、農地法第５条の規定による許可申請の取り下げ願いについて、議案書２８ページに記載のとおり、３件の取

り下げ願いの提出がありました。 

 次に報告事項の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２９ページに記載のとおり、３件の行為の制
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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申し上げます。 

 最後に報告事項の８、農用地利用集積計画の一部変更について、議案書３０ページに記載のとおり、市長より２件の合意解

約があった旨の通知がありました。 

 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 ２９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 ３５分） 

 

 議長は、午後３時３５分第１回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 

 

 

 


