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平成３０年 第３回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成３０年第３回船橋市農業委員会総会を３月８日午後３時船橋市役所９階第１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 

 

 

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３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。 

 ２番湯浅清春委員と、１１番石山幸男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、齋藤審査班長の報告を求めます。 

齋藤審査班長  それでは、今月２日、小川 晃委員、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述べます。 

 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号議案につきましては、松が丘で幼稚園を運営する学校法人が当該地を取

得し、園児の食育の場として使用するものです。耕作については譲渡人が責任を持ち指導し、農機具については譲渡人が所有するものを
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使用します。なお、当該地は平成２６年１２月２２日に賃借権設定の許可をしたものですが、賃借期間の終了に伴い所有権を移転するも

のです。 

 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と２を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、齋藤審査班長の報告を求めます。 

齋藤審査班長  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号議案の１につきましては、申請人が平成２８年に相続により当該地を取得しましたが、既に共同住宅が建築されていたため、宅地

の拡張として追認を申請するものです。 

 登記地目は畑で、隣接地は雑種地及び道路となっており、周囲は既にコンクリートブロックで施工されております。 

 雨水及び汚水・雑排水については既設管に接続済みであることから、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。 

 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６から８ページをごらんください。 

 ２号議案の２につきましては、近隣の建設業者が業務用車両の増加に伴い、社員用駐車場が手狭になることから、申請者が社員用駐車
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場として整備した後、当事業者従業員へ貸し出すものです。 

 現地は既に砕石及び鉄板敷きとなっておりますが、申請人から違反転用に至った理由書及び始末書が提出されております。なお、鉄板

については撤去する旨の文書が提出されています。 

 隣接地は水路・山林及び道路となっており、雨水については自然浸透とすることから、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、資力については残高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。 

 以上です。 

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

 小池委員。 

小池委員  議案２の１ですけれども、これは、こういうふうな形に至った経緯については詳しく聞かれましたでしょうか。 

齋藤審査班長  その前に、代が変わっているものですから、大体というか、それで建ててしまったということなんですね。 

小池委員  前の代の人が。 

齋藤審査班長  ええ、前の代に。それで、今度、相続のときにあれしましたら、何かちょっと違うなということで、ですから、敷地の一部が登記され

てなかったという状況なんですね。ですから、塀の中に既に入っている場所になっています。 

小池委員  わかりました。 

議長  よろしいですか。 

小池委員  地形が、当初想定した地形の中に農地が入っていることがわかったので、今回、この申請に入ったという概念、解釈でよろしいですか。 

齋藤審査班長  そうですね。 
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小池委員  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。 

局長  農地法第４条許可申請に関する議案第２号の３から５及び農地法第５条許可申請に関する議案第３号の１から３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、今月２日、髙橋光一委員、興松 勲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号議案の３につきましては、冷蔵装置等の修理販売を行う事業者からの要望により、冷蔵装置等を置くための資材置き場用地として

転用と当事業者への貸し出しをするものです。 

 申請地は畑で、周囲は宅地及び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し、雨水については自然浸透することか

ら、被害発生のおそれはないものと思われます。また、隣接の所有者は申請人です。 

 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

種農地を判断します。 

 続きまして、３ページ、地図１２から１４ページをごらんください。 

 ２号議案の４につきましては、娘夫婦が本格的に農業に従事するに当たり、申請者が所有する農地に娘の夫が都市計画法第２９条第１

項と第２号により、１棟の農家住宅を建築するものです。 
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 登記地目は田で、周囲は宅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し、雨水については浸透ますを設置し、汚水・

雑排水については汚水管に接続することから、被害発生のおそれはないものと思われます。なお、隣接農地はありません。 

 資力については、融資見込証明書及び一部事前入金したことを確認する領収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。 

 続きまして、議案書４から５ページ、地図１５から２１ページをごらんください。 

 ２号議案の５及び参考議案の１及び２につきましては、関連事案でありますので一括説明させていただきます。 

 ２号議案の５につきましては、トラック等の販売、レンタル、リースを行う近隣事業者からの要望により、商品であるトラック等を置

くための車両置き場用地として整備し、当事業者への貸し出しをするものです。 

 申請地は田で、周囲は田・雑種地及び道路になっており、周囲は土留め鋼板で施工、雨水については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、資力については残高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。 

 ３号議案の１につきましては、２号議案の５と同様の事業者が当該地を賃借し、車両置き場用地として整備するものです。申請地は畑

で、周囲は田・畑・雑種地及び道路になっており、周囲は土留め鋼板及び単管パイプで施工、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、資力については残高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。 
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 ３号議案の２につきましては、同様の事業者が平成２８年１０月１１日に車両置き場用地として許可を取りましたが、当該地のみの転

用許可申請が漏れてしまったため、追認申請をするものです。 

 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２２から２４ページをごらんください。 

 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項により、７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・雑種地及び道路になっており、周囲はコンクリート及び擁壁によって施工し、雨水については宅地内

に貯留槽を設置し、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を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、申請地が、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メートル以内に船橋二和病院

と船橋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種農地と判断します。 

 以上、６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の報告に対し、ご意見ございませんでしょうか。 

 小池委員。 

小池委員  地図の１６ページなんですけれども、これは赤枠になっているところが対応する土地だと思うのですが、ここの隣というのが、これは

一部を活用するという概念でよろしいのでしょうか。○○○○というところなんですけれども、そこが赤枠で囲われているわけです。そ

の周りのところは、今回は活用しないということなんでしょうか。 

 それで、申しわけない、現地の状況を教えていただければと思います。 
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事務局  今、小池委員の指摘があった○○○○の土地なんですけれども、この土地につきましては、そのちょうど北側のところは、平成２７年

の９月１５日に、記載漏れで申しわけないんですけれども、駐車場用地として転用の許可がとられております。現地を確認したときには、

ここも駐車場として使用されており、今回の○○○○の一部については農地ということで転用の許可申請を受けた次第であります。 

 以上です。 

小池委員  わかりました。 

議長  よろしいですか。 

小池委員  ありがとうございます。 

議長  ほかにご質問、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、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。 

 全員一致です。よって許可相当とする旨決しました。 

 局長。 

局長  農地法第５条許可申請について、議案第３号の４から７を上程します。 

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２５から２７ページをごらんください。 

 ３号議案の４につきましては、市外で養鶏場を営む譲受人が、申請地に隣接する直売所の駐車場が手狭なため、当該地を取得し、駐車

場用地として整備するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑・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し、雨水については砂利敷きによる自然浸

透処理することから、近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、近隣農地所有者への説明は行われております。 
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 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６ページをごらんください。地図２８から３０ページです。 

 ３号議案の５及び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。 

 市内で建設業を営む譲受人が、現在使用している資材置き場が手狭なため、隣接する当該地を取得し、資材置き場及び駐車場用地とし

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、周囲は土留め鋼板にて施工し、砕石敷きにて自然浸透処理することから、近隣への被

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。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。 

 続きまして、議案書６ページ、３１から３３ページをごらんください。 

 ３号議案の７につきましては、市内で自動車販売修理業を営む譲受人が、営業所に隣接する当該地を賃借し、商品である車や従業員の

車を置くための駐車場用地として整備するものです。 

 現地は田で、隣接地は雑種地・田及び水路となっており、周囲は法面により土砂流出防止をし、雨水については砕石敷きにて浸透処理

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、市街化の可能性がある地区に隣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。 
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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。 

 小川委員。 

小川委員  議案書６ページ、地図３１から３３の、この田んぼを駐車場用地として賃借するというんですけど、これは直接、○○○のほうから直

接入ろうとしているんですか。 

石井審査班長  現地は、２間ぐらいの水路がありますけれども、そこは直接ではなく、利用はしませんということで…。 

小川委員  利用はしないということ。 

石井審査班長  しないということです。 

小川委員  では、回るということ。 

石井審査班長  回って、はい。あまりにも幅があって高さがあるものですから。それで、埋めるにしても法面を設けて、隣が駐車場になっていて、そ

の隣の田んぼと、その隣の、国土交通省…そのような用地で。一応、周りは法面をつけて。 

小川委員  わかりました。 

議長  ほかに質問等、ございませんでしょうか。 

事務局  すみません、事務局から。 

 今の、３号議案の７につきましては、○○○○○の駐車場についてなんですけれども、こちらは今、審査班に読んでいただいたんです

けれども、事務局の間違いで申しわけなかったんですけれども、この中で、周囲は法面により土砂の流出防止を、と書いてあるんですけ

れども、確かに法面のほうはそういう形でつくるんですけれども、あくまでもその駐車場というのは、砂利を敷くという形でありますの

で、土砂の流出という言葉は適切じゃなかったのかと思います。 

議長  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。 
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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条の許可申請について、議案第３号の８から１２を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、齋藤審査班長の報告を求めます。 

齋藤審査班長  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３４から３６ページをごらんください。３号議案の８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、３９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・宅地及び雑種地となっており、周囲はコンクリートブロック擁壁で施工、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

のうち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７ページ、地図３７から３９ページをごらんください。 

 ３号議案の９及び１０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。 

 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１０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し、雨水については宅地内に貯留

槽を設置し、汚水・雑排水については浄化槽を設置することから、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

接のうち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
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響に対しては、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、申請地にはガス管・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坪井中学

校と市立坪井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。 

 議案書７ページ、地図４０から４２ページをごらんください。３号議案の１１及び１２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。 

 市内で建築業を営む譲受人が所有する工務店の隣接地を、業務用及び従業員の駐車場用地として整備するものと、その工務店の敷地の

拡張として、それぞれ当該地を取得し、転用するものです。 

 現地は畑及び田で、隣接地は宅地・道路及び公園となっており、砕石敷きにより施工することから、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。 

 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、５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の報告に対し、ご異議等ございませんでしょうか。 

 小池委員。 

小池委員  これは確認なんですけれども、４２ページの地図のところで、敷地延長と駐車場用地のというところなんですけれども、ここはまだ住

宅造成しているところですよね、坪井の。 

齋藤審査班長  はい。 
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小池委員  ということは、まだそこができていないですよね、完全には。 

齋藤審査班長  はい、できていないです。 

小池委員  場所の確認です。 

議長  ほかにご質問、ご意見、ご異議等ございませんでしょうか。 

 菊池委員。 

菊池委員  地図の３４ページでございますが、申請地って、これは８,０００平米、８反ぐらいですよね。非常に広い畑ですよね。 

齋藤審査班長  はい。 

菊池委員  その上を見ますと、上にもっと細い帯で畑があって、その上が宅地になっているんですか。 

齋藤審査班長  そうです、はい。 

菊池委員  この地図の下のほう、○○○－○とか、ここもまだ畑として、とても、この地図で見た限りでは、いい農地のようですけど、どんな感

じなんですかね。上の、帯みたいに残っちゃう小さなところは農業がやりにくくなるということはないですかという質問です。 

齋藤審査班長  こちらの申請地は、いろんなおっしゃったように長い道路と道路の間で、両方、地図上、上も下も梨園です。梨を非常に頑張ってやっ

ていらっしゃる農地なんですね、それぞれ。それで、業者のほうには、重々、そこの部分を分譲住宅にするとき、分譲で売るときに、梨

の農家の人たちに苦情を言わないようにということで、苦情を言われますと、どうしても、梨ですから農薬を何度もかけるようになりま

すので、それを十分に承知してもらった上で売ってくださいということで、そうしませんと、どうしても梨屋さんにご迷惑がかかるので、

そういう説明は十分にいたしました。そうしたら、その業者さんも、それはもちろんですと。今までもいろいろ宅地化してきましたけれ

ども、そういう問題が起こったことは一切ありませんということでおっしゃっていました。 

議長  ほかに。小川委員。 

小川委員  この○○○－○の上に、分譲した、同じ業者です。だから、間に梨園があって、梨を一生懸命やっている息子さんもいるし、薬を多く

使うんだけど、それは理解してくれるように、買う人に言ってくれと言ってあります。 

議長  ほかにご質問等、ございませんでしょうか。 
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石山委員  先ほど、梨の薬の散布で苦情がないようにするということだったんですけど、言葉はそうなんですけど、具体的にどういうふうにする

んでしょうか。例えば、住宅会社が販売するときに、そこに住んでいる人、買う人に対して、この件については苦情は言わないという誓

約書か念書をとるとか、あるいは契約上の中で附帯情報で盛り込むとか、ケースはいろいろあると思うんですけれども、一概に言わせま

せん、今までもありませんというのでは担保できないような気がするんですけど、その辺、わかる範囲で結構で、それが本題ではないん

ですけれども、どんなふうな担保をするのかお聞きしたいと思うんです。 

小川委員  一応、契約書に織り込むという言葉があったんですけど。 

石山委員  織り込む場合でも、例えば薬の散布量がどの程度とか、どういう薬剤とか、非常に細かくなると思うんですよね。どの辺が一つの基準

でそういうふうな契約をするのかなと。本題とは特にあれでないかもしれませんけれども、どうも、それが曖昧だと、住む人もいろんな

人がいますのでトラブルの根が残るのかなという不安がある。特に農業の、畜産業なんかやっているときに、後から糞尿のにおいがある

とかって言われて、それで廃業に追い込まれたという話も聞いていますので、そういうところが心配だなという感じがするんです。 

 お答えできる範囲で結構です。 

齋藤審査班長  私もこうやって審査していて、とにかく、いつもそれが心配だなと思って、そういう点では特に業者さんにその旨を言い、それで、契

約のときにそういう、書類上でというところは確認していないんですけれども、十分に説明して了解を得て、ここの、先ほども小川さん

から言いましたけれども、隣接している住宅地、その梨園の上ですね、３４ページの、住宅地があります。そこの分譲地もそこの業者が

やったということで、すぐ梨の横ですけれども、苦情はありませんということで、だから私たちを信用してくれみたいにおっしゃってい

ました。また、そういう問題が起こると、今後ともその業者としては仕事ができなくなるので、その分は十分に配慮した取り扱いをしま

すということで言われました。 

石山委員  アレルギーの方なんかは、一応こういうのがありますよといったときに入らないとか、一応のガードは効きますけどね、説明すると。 

 わかりました、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。 

 よろしいですか。 
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土橋委員  今まで、お宅の梨園の隣、分譲してあるわけですよね。そういうところは苦情がなかったんですか。 

石井審査班長  風の向きによって。梨は年間に３０回以上かけるので、そうすると、暑いときにはみんな窓を開けていたりしますので、外には洗濯物

が干せないしというふうな苦情が。 

土橋委員  やっぱりあるんですね。 

石井審査班長  一応、建売分譲の人たち、建物を建築する人たちは承諾書を特記事項として書いてあっても、時がたつと、嫌いな人と好きな人が出る

ものですから、農家のほうは、実際に風で舞っていくんだけど、そういうのを書けないようになっている。そうすると梨はできない。だ

から、薬をかけない果樹という状態に変わっていく。 

石山委員  難しい問題ですよね。 

石井審査班長  キウイフルーツが増えてくるというのは、そういう薬がけが少なくて済むから。 

石山委員  精神的に過敏な人というのも、住まいとして出てくると、どんな約束をしても意味がないんです。 

石井審査班長  住宅を買う段階で建設業者がそういう特記事項を書いてあっても、値段が値段だから、それは安いということで、見ないでサインして

買ってしまう方が多いので。 

議長  そういういろんな問題もあろうかと思います。農地法的には説明の義務を求めて、判をいただいていますけれども、それに法的拘束力

とか、そういうものはない。私たちも、書類が揃っていて、ここをやってくださいといってあれして、その判を押さないから認可しない

というわけにはいかないんですよ。拘束力がないので。 

 この案件に対して、ほかに、関連するとか、そういうことでご質問等ございましたら、お聞かせ願えればと思いますけれども。 

 （「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。 

 全員です。よって許可相当と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４号を上程いたします。 
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議長  本議案につきまして、事務局から説明がございます。 

事務局  ４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いでございます。 

 議案書は８ページから９ページです。 

 １につきましては、夏見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事象が生じたことにより、耕作地

２９筆、１万９,６００.９０平方メートルのうち、生産緑地法の指定を受けている夏見及び大穴北所在の計５筆、５,４００.９０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署名願いが提出されました。事務局により事情聴取、従事日数の確認及び２月２３日

に現地調査を行った結果、買い取り申し出事由が生じた者が、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。 

 ２につきましては、前原西に在住の申請人の母が生産緑地法第１０条の規定による農業従事が不可能となる故障が生じたことにより、

耕作地４筆、９,４５２平方メートルのうち、生産緑地の指定を受けている前原西所在の１筆、３６４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いが提出されました。事務局により事情聴取、従事日数等の確認及び３月２日に現地調査を行った結果、買

い取り申し出事由が生じた者が、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。 

 ３につきましては、茨城県に在住の申請人のうち１名が生産緑地法第１０条の規定による農業従事が不可能となる故障が生じたことに

より、生産緑地の指定を受けている西船所在の１筆、６８４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、証明願いが提出

されました。この申請者は、母親と子の共有名義となりますが、申請前の相談時に農地台帳に従事日数の登録がなかったため、事務局に

て事情聴取を行いました。 

 状況としましては、近隣の農業者に作業を委託しつつ、農地の見回りなど、年間１５０日程度、最低限の管理を行っていたとのことで

ありましたが、高齢による身体故障のため、こうした状況を継続することが困難となったものです。現地調査を行ったところ、申請地は

適正に管理、耕作されておりました。これらのことから、買い取り申し出事由が生じた者が生産緑地法第１０条の規定による農業主体従

事者であると思われます。 

 ４及び５につきましては、関連議案のため一括で説明いたします。 

 ４につきましては、前貝塚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、耕作地１５筆、９,５１１平方メートルの
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うち、生産緑地法の指定を受けていた前貝塚町所在の４筆、２５５平方メートルについて、４の事由発生者と同一人物であります、５の

申請人の夫の死亡により、同じく前貝塚町所在の３筆、２,４２２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、証明願いが

提出されました。 

 事務局より事情聴取、従事日数等の確認及び３月２日に現地調査を行った結果、買取申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。 

金子委員  農地従事者と申し出者が違う。 

議長  もう一回、事務局、説明願います。 

事務局  大変、失礼しました。議案に間違いがありましたので、４番及び５番のところを訂正し、読み直します。 

 ４につきましては、前貝塚町に在住の申請人の父になりますので、○○○○さんの死亡に伴い○○○さんが申請人となるんですけれど

も、平成２９年８月８日に死亡したことにより、耕作地１５筆、９,５１１平方メートルのうち、前貝塚町所在の農地２５５平方メート

ルについてとなります。また、この事由発生者と同じになりますけれども、５につきましては、これも○○○○さんが事由発生者となり

まして、○○○○さんの死亡によって、その奥さんである○○○さんが買い取り申し出したという形になるんですけれども、耕作地等は

先ほどと同じなんですけれども、奥様からの証明、面積としては２,２５０平方メートルとなります。失礼しました。 

石山委員  わかりました。 

 もう一つお伺いしたいんですけど、もうひとつこれが理解できないんですが、１番で、事由発生者と買い取り申し出者も同じ方って、

これはどういうふうに理解したらいいんですか。 

事務局  生産緑地の買い取り申し出をできる方というのは農地の所有者になりますので、所有者の方に身体故障があったということです。 

石山委員  それが事由発生者ですね。 

事務局  はい。 

石山委員  それで、その事由が発生した者が買い取り申し出をしたということでいいんですか。 
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事務局  そうなります。そのとおりです。 

石山委員  これは身体故障ですからね、死亡じゃないですからね。どうもありがとう。 

議長  ただいまの事務局の説明に対し、何かほかにご意見等、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６次農用地利用集積計画について、議案第５号を上程いたします。 

議長  本件につきましては、事務局から説明願います。 

事務局  議案第５号につきましては、平成２９年度第６次農用地利用集積計画についてでございます。議案書は１０ページから１２ページです。 

 農業経営基盤等の促進法第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という

規定がございます。このことにより、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から４については新規の契約についてでございます。 

 １は古和釜町の畑３筆、２,０１６平方メートルに賃借権２年９カ月。２は、古和釜町の畑１筆、４４２平方メートルに賃借権２年９

カ月。３は、大穴北の畑３筆、２,９７３平方メートルに使用貸借権２年９カ月。４は金杉の畑１筆、８,４１３平方メートルのうち、５,

９５０平方メートルに賃借権２年９カ月。以上をそれぞれ設定するものです。 

 また、５から９は更新による継続の契約についてでございます。 

 ５は豊富町の畑１筆、１,９８５平方メートルに賃借権３年。６は、車方町の畑２筆、２,０１９平方メートルに賃借権６年。７は大穴

町の畑４筆、９,１８０平方メートルに賃借権３年。８は神保町の畑１筆、９,２４７.１平方メートルに賃借権１年。９は神保町の畑１
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筆、２,１７１平方メートルに使用貸借権３年。以上、それぞれ設定するものです。 

 事務局において相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、ご意見等はございますか。 

 齋藤委員。 

齋藤委員  １２ページの７、８、９、○○○○○○さんが権利の設定を受ける方で、これ、全部畑で、１１ｈａやっていらっしゃるということは、

どういう作物を作っていらして、個人でやっているのか法人なのか聞きたくて。 

事務局  法人の形はとっていないんですが、今おっしゃった方がいらっしゃったんですけれども、雇用して、人を使った上で耕作されていると

いうふうに聞いております。 

石山委員  うちのすぐそばの人なので、私も同じように聞いております。２０人ぐらい使っていると聞きましたけど。 

小川委員  大根とか果物なんかを大量につくっているんですよ。軽トラックが何台も来て、一斉に来て、どんどん収穫していっちゃう。 

土橋委員  ○○○さんという人は幾つぐらいの人。年齢は。 

事務局  ごめんなさい、詳細はわからないんですが、おそらく○○代…。 

石山委員  そんなに若かったですかね。 

議長  ○○○さんが○○代で…。 

石山委員  馬込町では、○○○というのは何軒もないんですけど、本家のほうは○○○か何かに勤めて、それでやめてうちへ来て、もう亡くなっ

たんですよね。その分家のほうが、今、熱心にやっておられる。賃借制度を使って、船橋でも有数だというふうに聞いております。 

議長  よろしいですか。 

齋藤委員  ありがとうございます。 

議長  ほかにご質問、ご意見等ございませんですか。 
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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、平成３０年度第６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、事務局より報告がございます。 

局長  それでは、報告事項１から順に報告いたします。 

 報告事項１、農地法第４条の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、１月中に１７

件の届出を受理いたしました。 

 次に報告事項２、農地法第５条の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２４ページに記載のとおり、１月中に

２３件の届出を受理いたしました。 

 以上、報告事項１と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交付いたし

ました。 

 報告事項３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２５ページに記載のとおり、１件の通知があ

りました。 

 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２６ページから２７ページに記載のとおり、８件を局長専決として回答

いたしました。 

 報告事項５、船橋都市計画生産緑地地区の変更について、議案書２８ページに記載のとおり、市長より通知がありました。全部廃止が

４地区、一部廃止が７地区、一部追加が１地区、分割が１地区ありました。変更後の生産緑地地区については、合計で４９８地区、１７

９.４５ｈａとなります。事務局で資料を保管しておりますので、詳細を確認されたい方は後ほどお申し出くださるようお願いいたしま

す。 

 報告は以上でございます。 
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齋藤委員  すみません、質問です。 

 今、２５ページの１、合意解約について、○○○○○○○さん、○○○さん、これって１０ページの１号に、番地が違うのかなと、合

意解約した上で利用集積をやるのかと思っていましたら、今回、○○○の７３０平米が利用集積に上がっていて、同時に合意解約が出ち

ゃっている、同じ番地。 

事務局  こちらは事務局でも確認いたしまして、解約後の利用集積計画に基づく貸し借りとなっていますので、そこは大丈夫です。 

齋藤委員  合意解約してから改めて。 

事務局  ということです。 

齋藤委員  そういうことですか。 

事務局  はい。そこは事務局としても、二重になってしまうのではないかという心配ありましたので、確認をいたしました。継続じゃなく、一

回やめて…。 

議長  よろしいですか。 

齋藤委員  はい。 

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１０分） 

 続いて、事務局より連絡事項がございます。 

事務局  ―――――――――   事務連絡   ――――――――― 

議長  続いて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。 

 議長は、午後４時１０分第３回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 

 


