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平成３０年 第 ２ 回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成３０年第２回船橋市農業委員会総会を２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   藤城 孝義   菊池 眞夫   髙橋 光一   齋藤 教子 

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） 

石井 俊郎   興松 勲 

 

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３０年第２回の農業委員会総会を開催いたします。 

 なお、石井俊郎委員、興松勲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。 

 １番の小池正一委員と、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。 

 局長。 

局長  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。 

土橋審査班長  それでは、今月１日、神山茂樹委員、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。 
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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号議案につきましては、八千代市に在住の譲受人が当該地を売買により取得し、ブルーベリー栽培の農業経営を開始する

ものです。 

 取得面積は約７０アールで、従事日数は１５０日以上を見込んでおり、農業従事者は５名で、トラクターについては、近隣

より使用貸借する予定であり、それ以外の農機具については一式保有しております。 

 また、効率的に耕作できる見込みについては、印西市のブルーベリー農家より、推薦状の添付が提出されております。 

 以上、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でしょうか。 

 小池委員。 

小池委員  ちょっと教えてほしいんですけど、労働で５人という話がありましたけれども、まず、わかればその内訳を、それから、新

規就農される方の年齢について教えていただければと思います。 

土橋審査班長  ５人については、当人と○○○○、○○○○○○、○○。うちは○○○をやっているんですよね。それだから、その５人で

ございます。 

 それと、何と言いましたか。 

小池委員  年齢。 

土橋審査班長  年齢は○○歳です。 

議長  よろしいですか。 

小池委員  わかりました。ありがとうございます。 

議長  ほかにご質問、ご異議のほうは。 

  （「異議なし」の声あり） 



 

 
3 

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。 

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３から５ページをごらんください。 

 ２号議案につきましては、アンデルセン公園近くに居住する申請人が、祝祭日や繁忙期には同園の駐車場が満車となり、交

通渋滞等も発生するため、当該地の一部を駐車場として転用し、駐車場経営を行うものです。 

 登記地目は畑で、隣接地の農地は自己所有地・宅地及び道路となっており、農地との境界については柵で施工、雨水につい

ては、転圧整地による自然浸透処理することから、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。 

 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、本議案につきましては、許可相当と思われます。 

議長  本議案につきまして、ご異議、ご質問等はございませんでしょうか。 

 小池委員。 

小池委員  ちょっともう一回、説明の中で聞き忘れたのか、私が聞きはぐったかと思うんですけれども、この駐車場の形態は、主にと

める人はお客さん、その他についてもうちょっと教えていただければと思います。 

土橋審査班長  この間見に行ったのは１日で、平日でございました。アンデルセン公園の駐車場もがらがらでございました。例えば繁忙期
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といいますか、春休み、夏休み、ゴールデンウイーク、そのほか混んでるときのみ……。 

小池委員  営業する。 

土橋審査班長  営業というか、駐車場をやると。ほんとうに○○○○○○○○の目の前なんですよ。そういうわけで普通にやるということ

でございます。 

議長  よろしいですか。 

小池委員  わかりました。 

議長  そのほかにご質問、ご異議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  農地法第５条許可申請について、議案第３号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、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４ページ、地図６から８ページをごらんください。 

 ３号議案の１につきましては、松戸市に居住する譲受人が会社を退職し、老後生活を考え、妻が所有す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、隣接地は住宅・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を設置し、処理することから、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。 
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 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５００メートル以内に、市立

大穴北小学校と大島記念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。 

 議案書４ページ、地図９から１１ページをごらんください。 

 ３号議案の２及び３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２及び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、６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・道路及び雑種地となっており、周囲はコンクリートブロック及び擁壁で施工、雨水については、

地下浸透貯留槽にて処理し、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。 

 議案書４ページ、地図１２から１５ページをごらんください。 

 ３号議案の４につきましては、医療法人社団が、平成２９年１１月２日に当該地の南側に介護老人保健施設用地として転用

許可を受けたものですが、介護老人保健施設の建築に伴い、一時的に駐車場及び資材置き場が必要となるため、当該地の一部

を賃借し、一時転用申請するものです。 

 現地は田で、隣接地は田・及び道路となっており、申請地は鉄板及び防水シートで施工し、周囲は柵で囲い、雨水は傾斜を
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つけ、水路に放流することから、隣接等への影響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。 

 議案書５ページ、地図１６から１８ページをごらんください。 

 ３号議案の５につきましては、譲受人の子供が就学することから、戸建て住宅への転居を考えていたところ、祖母より当該

地を譲り受けることとなったため当該地を取得し、都市計画法第３４条第１２号により、分家住宅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、雨水については浸透ますを設置し、

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、融資見込み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、ご質問等ございませんでしょうか。 

 はい。 

齋藤委員  ３号議案２と３の三咲町の建て売り分譲住宅６棟、こちらの１１ページを見ていただくと、６棟なんですけれども、１棟だ

け１３６.１６平米、１６５……。 

土橋審査班長  面積ですね。 

齋藤委員  面積がちょっと足りないので、どうしてこういうことになったのかお聞かせいただきたいと思います。 
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土橋審査班長  これは市の宅地課のほうで、これは前に道路があるから、何かおりてきたらちょっと足らなくなっちゃったけど、許可とい

うことになっているんですね。これは私たちじゃなくて、宅地課のほうで許可した話です。それだけですね。 

事務局  じゃ、いいですか。 

議長  はい。 

事務局  こういうケースは何度もあると思うんですけれども、宅地課のほうに確認しましたら、土地の形状、もしくは公園とか緑地

をどうしてもとれないという場合については、今、齋藤委員が言われたように１６５平米が基本なんですけれども、１３５平

米まで、それは宅地課サイドでそこまでは落とせるということは確認しております。 

齋藤委員  わかりました。 

議長  ほかに。よろしいですか。 

齋藤委員  はい。じゃ、別な件で。 

議長  はい。 

齋藤委員  すいません。あと５番、○○○○さんから○○○さんにということで、おばあちゃんからお孫さんですか。それで、売買に

なっているので……。 

土橋審査班長  あれか、おばあちゃんのやつ？ 

事務局  そうです。 

土橋審査班長  二和の。 

事務局  そうです。 

齋藤委員  二和です。二和の。 

土橋審査班長  二和ですよね。 

齋藤委員  はい、すいません。 

土橋審査班長  親…。 
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議長  まだ残っている？ よろしいですか。 

齋藤委員  はい。あの…。 

土橋審査班長  なぜおばあちゃんからということですか。 

齋藤委員  それで売買で、普通……。 

土橋審査班長  何か売買というか、贈与するらしいです。 

齋藤委員  贈与ですか。 

土橋審査班長  贈与だけれども、亡くなったときに贈与するというか。 

齋藤委員  生前贈与。 

土橋審査班長  そうです。生前贈与ですよね。 

石山委員  いや、生前贈与じゃないです。 

齋藤委員  じゃないですか。 

石山委員  精算課税、亡くなったときに相続として配分するという形の贈与もあるんですよ。その制度。 

議長  相続時精算というのがありますよね。 

齋藤委員  その場合、売買にこの項目はなるんですか。 

石山委員  売買ではないですね。 

齋藤委員  ですね。あの…。 

土橋審査班長  実際の金は動かないですよね。 

齋藤委員  権利のほうに売買と書いてあるので、５ページの。 

石山委員  そうですね、書いてありますね。 

齋藤委員  そうですね。 

議長  事務局。 
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事務局  議案書のほうは、申しわけありません、所有権移転、売買とうたってあるんですけれども、今、石山委員さんもおっしゃら

れたように、売買ではなく贈与ということです。 

石山委員  そうですね、贈与です。それも単純贈与じゃないですね。相続時に精算するという。 

齋藤委員  じゃ、これは訂正ということですね、議案は。 

事務局  議案書のほうは。すいません。 

齋藤委員  わかりました。 

議長  ほかにご質問等。 

 菊池委員、どうぞ。 

菊池委員  ５条のほうの４番ですか、田んぼが１つありますね。 

土橋審査班長  はい？ 

菊池委員  田んぼ。この田んぼは○○○○番になっていますね。隣が○○、○○、○○と○○さんという方が持っておられる。この辺

の田んぼは、今見ているのは地図の１３ページです。○○○○のところをあれにするということですね、資材置き場ですか。

○○、○○、○○とか、あるいはその両隣、○○○○とか、そういうところは、これはまだ放棄地になっていなくて、きちん

と使われている田んぼですか。 

石山委員  使われてはいないと思います。夏見の分ですよね。 

菊池委員  そうです。夏見台の、北谷津川の谷地ところ。 

土橋審査班長  一時転用のやつですよね。 

菊池委員  はい。議案の４番目の。 

土橋審査班長  これは、今この申請地は道路の上に市でつくった、崖というか、あるんですよ。 

石山委員  擁壁。 

土橋審査班長  擁壁。これまでにも一時転用で農地を貸したらしいんですよね。だから、今現在ここは使われています。きれいになってい
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ますけれども、耕作はしていなかった。 

菊池委員  一応地図は田になっているけど、田ですか、これ。 

土橋審査班長  田です。でも、その気になればすぐ耕作できる状態です。 

菊池委員  そして、その隣の○○○○になっているのは耕作できる？ お隣の。同じ人が、○○○さんという方が。 

石山委員  できると思います。 

菊池委員  でも、そこは耕作していないですよね。 

石山委員  ただ、手前に介護施設を今建設中なんですね。ここはその用地が狭いので、駐車場とか資材置き場として５カ月ぐらい仮に

借りたいというのが、今回の申請地です。５カ月たったら返却すると。そのため、鉄板を張って、シートを張って、すぐとれ

ば、そのまま原状に復せるので、そのようにすると。それで、さらに言えば、今後、駐車場が足りないということがわかれば、

この申請地も借りたいというのが…。 

土橋審査班長  再申請して、駐車場について、そういう計画もあるらしいです。 

石山委員  今回については５カ月間だけ工事用の駐車場と資材を置く場所として借りたいと。そのための申請だということです。 

菊池委員  一時転用というのは５カ月という意味なんですね。 

石山委員  ５カ月です。申請は５カ月なんです。 

菊池委員  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。 

  （「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。 
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局長  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、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６ページ、地図１９より２３ページをごらんください。 

 ４号議案につきましては、宅地建物取引業の免許を有する申請人が、平成２９年１１月２日付で建て売り分譲住宅２７棟で

許可を受けたものでありますが、許可後の水路の占用について、船橋市下水道河川管理課と再協議をした結果、下水道河川管

理課から、水路部分の占用については道路及び排水管が事業主管理となることから、居住者で管理することが困難ではないか

と指導を受けたため、水路のつけかえとする計画変更承認申請がなされたものです。 

 なお、農地面積・棟数についての変更はありません。また、資力については、残高証明書にて確認済みです。 

 以上、本議案につきましては、承認することが適当だと思われます。 

 以上です。 

議長  ただいまの審査班長報告に対し、ご異議、ご質問等ございませんでしょうか。 

 はい。 

髙橋委員  何カ月か前に、私たちがこの議案についてやったんですが、そのときの真ん中の水路のところを広げるということですよね。 

土橋審査班長  はい。それをつけかえするということで、だから、この前許可したときは、水路の分が将来的に自分たちの管理ということ

で、大変じゃないかということで、市の担当課と相談した結果、付け替えて、将来は市のほうにお願いするということで、ト

ータル面積等については関係がないということです。面積は変わりません。 

議長  よろしいですか。ほかにご質問、ご異議等ございませんでしょうか。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、承認することに決しました。 
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 局長。 

局長  農地法第５条の規定による許可処分の取消願いについて、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  議案書７ページをごらんください。 

 ５号議案につきましては、平成２９年１１月６日付、千葉県東農指令第８６３号の１により、農地法５条の規定により所有

権移転の許可を受けたものです。 

 取り消し理由は、譲受人の土地取得及び住宅建築が困難になったもので、平成３０年１月１１日付にて、取消願いが提出さ

れました。 

 以上、本議案につきましては、内容を審査しました結果、取り消し相当と思われます。 

 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、許可処分の取り消しを承認する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  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、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８ページ、地図２４から２５ページをごらんください。 

 ６号議案につきましては、古和釜町所在の地目は畑、面積は５３１㎡であります。 
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 当該地は、昭和４１年４月２０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６月５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、ご意見等ございませんでしょうか。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、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した。 

局長  平成２９年度第５次農用地利用集積計画について、議案第７号の１から１０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５次農用地利用集積計画についてでございます。議案書は９ページから１２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受け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、古和釜町の畑１筆、５,９９３㎡に賃借権６年を新規に設定するものです。 

 また、２から１０は更新による継続の契約についてでございます。 

 ２は神保町の畑及び樹園地５筆、７,７６７㎡に使用貸借権３年。 

 ページが変わります。３は金堀町の田５筆、２,３１６㎡に賃借権３年。 

 ４は金堀町の田１筆、３６㎡に使用貸借権３年。 

 ５は大穴南の畑４筆、３,０２９㎡に使用貸借権３年。 

 ６は坪井町の畑２筆、１,９８３㎡に賃借権３年。 
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 ７は豊富町の畑３筆、３,０００㎡に賃借権３年。 

 ８は豊富町の畑２筆、１,９８３㎡に賃借権３年。 

 ページ変わりまして、９は豊富町の畑２筆、２,０４０㎡に賃借権３年。 

 １０は高根町の畑１筆、１,７７０㎡に使用貸借権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、ご意見等ございませんでしょうか。 

  それでは、採決いたします。本議案につきまして、平成２９年度第５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  平成２９年度第５次農用地利用集積計画について、議案第７号の１１を上程いたします。 

議長  本議案の審議に入る前に、農業委員会等に関する法律第３１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。 

局長  議案書は同じく１２ページです。７号議案の１１は、高根町の畑１筆、７８６㎡に賃借権３年を継続して契約するものです。 

 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、ご意見等ございませんでしょうか。 

 （「異議なし」の声あり） 
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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５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、入室願います。 

  ―――――――――   藤城委員入室   ――――――――― 

議長  続いて事務局より報告がございます。 

事務局  それでは、報告事項１からご報告いたします。 

 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１３ページに記載のとおり、１件を受理いたしました。 

 次に報告事項の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１４ページから２４ページに記載のとおり、

１２月中に３６件の届け出を受理いたしました。 

 報告事項の３です。農地法第５条届出に係る受理通知書の交付について、議案書の２５ページから３７ページに記載のとお

り、１２月中に４０件の届出を受理いたしました。 

 以上、報告事項１から３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、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３８ページに記載のとおり、１件の通知

がありました。 

 次に、報告事項の５です。転用許可に伴う工事完了報告について、議案書３９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６、農地の埋立等工事完了届出書の受理について、議案書４０ページに記載のとおり、３件を受理いたしまし

た。 

 報告事項の７です。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４１ページに記載のとおり、１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いたします。 

 最後に、報告事項の８でございます。平成２９年度の利用状況調査の集計結果でございます。利用状況調査は「農地法の運

用について」に基づき、９月下旬から１０月にかけて実施いたしました。お手元に配付いたしました、様式２と書いてありま

す「Ａ分類（再生利用が可能な荒廃農地）集計表（市町村用）」といった１枚の紙をごらんいただきたいと思います。 

 結果といたしましては、昨年度が約３８.３ヘクタール、本年度が約８０.２ヘクタールとなりました。荒廃農地が増加した

原因ですが、千葉県が「農業委員・農地利用最適化推進委員のための千葉県耕作放棄地対策マニュアル」を、平成２９年７月

に作成を行い、千葉県の農地判断基準が変更になったためでございます。 

 今回の調査結果をもとに、今まで行ってまいりました耕作放棄地解消モデル事業以外に、耕作放棄地解消に向け、農業委員・

推進委員とともに、新たな方策について、今後検討してまいりたいと考えております。 

 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） 

 続いて事務連絡がございます。 

事務局  ―――――――――   事務連絡   ――――――――― 

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４時００分第２回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 


