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平成３０年 第４回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成３０年第４回船橋市農業委員会総会を４月９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 

 

 

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４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。 

 ３番石井俊郎委員と、１２番小川晃委員の両名にお願いいたします。 

 議案審議に入る前に、報告事項（１）を先に行います。 

 事務局より報告をお願いします。 

局長  それでは、私から職員の再任用任期満了及び人事交流についてご報告させていただきます。 

 議案書９ページをごらんいただきたいと思います。 

 初めに、再任用職員の任期満了についてでございます。３月３１日付で、小川副主査が再任用職員としての任期が終了いたしました。 

 続きまして、４月１日付の人事異動につきましてご報告いたします。 

 まず、農業委員会から出向いたしました職員を紹介いたします。津田事務局次長が経済部農水産課へ異動となりました。また、総務係
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の竹尾主査が市民生活部国民年金課へ異動となりました。 

 次に、新たに配属された職員を紹介いたします。健康福祉局健康高齢部高齢者福祉課より、金子主査が昇格し、事務局次長として配属

されました。また、市長公室危機管理課より、白川主任主事が総務係に配属されました。また、再任用職員として、宮﨑副主査が農地係

に配属されました。 

 このたびの人事交流につきましては、会長専決として処理いたしましたので、ご報告申し上げます。 

   ―――――――――   挨拶   ――――――――― 

津田補佐 

竹尾主査 

金子事務局次長 

白川主任主事 

宮﨑副主査 

局長  それでは、よろしくお願いいたします。 

 また、非常勤職員につきましては、これまで長年、私どものほうで事務をとっておりました日高が異動いたしまして、その後任として

今年度より、友成が配属されておりますので、ご紹介いたします。 

友成  友成と申します。よろしくお願いいたします。 

局長  皆様方のお手元に事務局職員の名簿をお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議長  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  農地転用申請における違反に対する指導の基本方針について、議案第１号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、事務局から説明願います。 
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事務局  お手元にお配りいたしました「農地転用申請における違反に対する指導の基本方針について」をご覧ください。 

 現在、農地転用申請において、申請地が違反転用されている場合、農地の指導については原則的に違反状態を是正させるため、農地を

農地としてあるべき状態に近づける復旧を求めております。しかし、例外として事案によっては、原状復帰を求めない場合も発生してい

るのが事実です。原状復帰を求めない場合について、今のところ基本ガイドラインがないため、事務局としては窓口対応に大変苦慮して

いるのが実情です。そこで、このたび、許可権者である千葉県の違反転用に対する意向等を考慮して、独自のガイドラインを作成しまし

たので、ご審議をお願いいたします。 

 なお、千葉県は違反転用がある農地転用の場合、立地的に農地転用ができる場所については、事前に相談をして始末書を提出させた上

で、農地転用を申請させるように各市に指導しているのが実情であります。今までは１件ごとに検討してきたところですが、今後は判断

基準を明確にするため、お手元の基本方針１から６の原則を満たすものについては、始末書を提出した上で転用申請を受け付け、追認す

ることが妥当であるのではないかと考えます。 

 事務局の説明は以上です。 

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。 

小池委員  簡単でいいので、一度読んでもらったほうがいいかもしれない。 

事務局  では、農地転用申請における違反に対する指導の基本方針について。船橋市農業委員会基本方針。農地転用申請において違反が発覚し

た場合、既に市が違反指導している場合も含む。この指導については、原則的には違反状態を是正するため、当該申請における農地を農

地としてあるべき状態に近づける復旧を求め、これに応じない場合は、以後、当該農地及び当該申請人による農地転用の申請に対しては、

許可相当との判断を行わないものとする。ただし、当該申請が下記の１から６の全てに該当する場合は、復旧を求めずに始末書を徴取し

た上で、転用申請させ、追認することができるものとする。 

 記として、①無断転用されていた農地を相続した場合など、申請人自身が農地法違反について善意である。②違反転用している農地が

第１種農地、農用地区域内農地など、転用不可な農地に該当しない。③転用によって近隣に悪影響を及ぼすおそれがなく、転用許可の要

件に合致し、許可される見込みがある。④他法令に違反していない。または、違反していたとしても、他法令等の追認が見込まれる場合。
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⑤始末書による追認許可を受けるのが今回初めてである。⑥農地法５条申請の場合、譲受人には瑕疵がない。 

 以上です。 

議長  ただ今の説明に対して、何かご意見、ご質問等はございませんでしょうか。 

齋藤委員  ちょっと質問。 

議長  齋藤委員。 

齋藤委員  ⑥の譲受人には瑕疵がないって、具体的にはどういうことを指しているんでしょうか。 

議長  事務局。 

事務局  ５条の場合には、譲受人、譲渡人がいて、譲受人のほうにはその転用行為をすることによって、瑕疵がない、非がないということで、

受けるほうにとっては何も、そういう違反があったとしても、あくまでもその違反行為は地主さんがやっていることであって、それを受

けて、そこを例えば宅地造成して建物を建てるときに、そういう業者がいた場合に、その業者さんとしてはその土地に対して、その建物

を建てるとかいう行為をすることには瑕疵はないと、そういう考え方です。 

局長  要は譲受人側が違反転用があった事実を知らないとか、ただ、そういうことがあったのをわかっていて、あえて買い取ろうとしちゃう

とかいうことではないようなケースとか。 

議長  つまり駐車場に、５条ですから他人がやるわけですね。 

齋藤委員  ええ。 

議長  違反でやっちゃったのが今度、許可を受ける人がやっちゃったということは、違反の張本人ですよね。農家は貸しているだけですから。

今回、追認を受けるのは、その人がやっちゃったということです。そこに勝手に建てちゃった。 

齋藤委員  借りている人が勝手に。 

議長  そうそう。勝手にやっちゃったって、それは追認できませんと。 

齋藤委員  例えば駐車場に捨てコンクリートを張っちゃってと。それを正式な手続をするとなったら、貸し手じゃなくて借り手のほうがやったと

いうことだから、譲受人のほうが違反をしたということですね。 
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議長  そう。それで、瑕疵がないということだと思います。 

齋藤委員  ということですね。 

議長  で、よろしいですか。 

局長  はい。 

菊池委員  ご説明のケースで、借りている人が駐車場をつくって違反していたと。そこら辺は⑥が引っかかりますから……。 

議長  だめです。 

菊池委員  その耕地は原状に復帰させなくちゃいけないんですね。 

議長  そうです。 

菊池委員  それは可能なんですか、強制執行できるんですか。要するに、そういう事態が生じた場合に、農地に回復するために金がかかりますね。

それは借地人がやるべきですよね。 

議長  そうですね。 

菊池委員  瑕疵があったのは借地人だから。農地法にそれを強制する力はあるの？  

議長  そういう力は法律上、認められていますけれども、実際にそれを執行した例は千葉県ではありません。 

局長  許認可権は県が持っているんです。 

菊池委員  はい。 

局長  許認可権者である県として、違反転用のものについては、法的には原状復旧命令というのができるはずなんです。この命令はほとんど

出されたことがないというのが事実で、私どものほうは、ただし法律上そういうことがあるので、違反指導ということで原状復帰するよ

うにという指導は、繰り返し続けていくということにしかならない。ですから、残念ながら復旧されないものもいっぱいあります。 

菊池委員  現実的にはそういう状態が永続してしまうということですね。 

局長  今のところ、そういうこともあります。 

菊池委員  我々としてはそれを常に、原状に回復しろということを。 
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局長  言い続けるしかないです。 

菊池委員  キープ・ゴーイングで言っていくということですね。 

局長  はい。 

菊池委員  わかりました。 

議長  他にご意見、ご質問等はございませんでしょうか。 

菊池委員  すいません、また質問ですけれども。 

議長  どうぞ、菊池委員。 

菊池委員  この⑤にありますけれども、始末書というのはどういうときに書かれますか。始末書の提出を求められるか。 

事務局  もちろん始末書というのは、その行為をやってしまったことに対して今後やりませんとか、農地法を遵守しますとか、そういうような

形ですね。 

菊池委員  例えば今のケースで、それは借地に書かすの？ それとも農家が、所有者が始末書を出すんですか。 

事務局  所有者です。 

菊池委員  所有者。所有者に何か瑕疵があったとき、農地法違反があったときに、もう二度とそれはしませんと言って出すものが始末書ですか。 

事務局  はい。 

菊池委員  前に１回、違反しちゃったと。①からそのほかの６条件のうち、そのほかは該当していたけれども、前回１回、始末書を出していた。

要するに申請しないで、自分で勝手に駐車場にやっていた。４条ですね。 

事務局  はい、はい。 

菊池委員  やっていたことがあるから、５条か、４条ですね。ということがある場合には、これはもうだめだよと。 

事務局  そうですね。 

菊池委員  転用の申請は永久に認めないことになりますか。 

局長  原状復旧をしない限りは。 
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菊池委員  原状復旧をしない限りは。あ、その農家を１回原状復旧して申請した場合には、それは農地になっていますから、いいよと。 

議長  ただ、これで、最初にありますけれども、相続した場合で結局自分がやっちゃった場合は、始末書を書いてもだめですよということで

す。 

菊池委員  はい、はい。でも、おやじがやって、僕は知らなかった場合にはいいですよというのが１ですかね。それは１で救うということになっ

て。 

議長  はい。 

菊池委員  はい、わかりました。 

議長  他のご質問、ご意見等はございませんでしょうか。 

 今後、審査に対してこういう例が多々出てくると思います。これを含めて皆さんご理解願えないと、各委員で対応が変わってしまうと、

また審査も困るので、統一のこういう見解がなければ難しいんではないかということで、基本方針という形で、今回、皆さんにお諮りを

申し上げているわけです。 

 よろしいですか。 

  （「はい」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、賛成の方の挙手を求めます。 

 全員一致であります。 

 よって、本議案を承認することいたしました。 

 局長。 

局長  農地法第４条の許可申請について、議案第２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、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３日に、湯浅清春委員、神山茂樹委員とともに審査いたしましたので、審査班としての所見を申し上げます。 
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 議案書３ページ、地図１から３ページをごらんください。 

 ２号議案の１から４につきましては、平成１５年に申請人が相続により当該地を取得しましたが、転用許可を取らずに貸し駐車場にし

て整備されていたため、追認申請するものです。 

 登録地目は畑で、隣接地は雑種地・宅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。 

 雨水については、自然浸透していることから、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、現地は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。 

 なお、本議案につきましては、先ほど第１号議案で承認いただきました、農地転用申請における違反に対する指導基本方針についての

１から６、全てが該当しているため、許可するものと認めてよろしいと思うのですが、いかがでしょうか。 

議長  ただいまの審査班長の報告に対し、ご異議、ご質問等、よろしくお願いいたします。 

議長  小川委員。 

小川委員  これね、毎年、違反の調査で行っていたんです。 

 石井さん、これ。 

石井委員  例のあそこの。 

小川委員  うん。○○の。これ、今度、相続で。○○○○○○○○○○○○で、それを○○○○○が受け取ったということで。 

議長  小池審査班長。 

小池審査班長  この案件は、先ほど来、何回かどうにかしてほしいということであったものですが、その経緯を調べたところ、平成元年当時に、父親

が勝手に、勝手にというのはおかしいんですが、実際に駐車場にしてしまっていて、今回、平成２４年に相続でその土地を取得した。取

得した人そのものは３名いるわけですが、農業には一切関係していない関係上、農業関連法令を知らない。それで、もらったはいいけれ

ども、基本的にそういう違反行為があったということを知ったという経緯があります。それにおいて、もう何年にもわたっているという

ことと、それから、現状、駐車場であって、個人貸しなものですから常に入れかわりがある関係上、是正行為も行えないということで、
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今回、こういう申請に上がってきたということです。 

 この申請が先で、うちらの先ほどの１号議案の先のところで、１号議案が考えられている間に、今回たまたまこの議案が上がってきた

ということです。 

議長  よろしいですか。 

 ほかにご質問、ご意見等はございませんでしょうか。 

 いいですか。 

小池審査班長  ちょっといいですか。 

議長  はい、どうぞ。 

小池審査班長  先ほど、私に失言がありました。平成元年当時の相続で、取得したのが平成１５年。平成元年に工事をして、１５年に相続があってと

いうことですね。 

石井委員  そうです。 

小池審査班長  それで、２４年当時に、農地法違反だということが本人たちに通達されるというか、知ったのが２４年ということです。 

小川委員  違反行為があったので、呼び出しをしたんですよね。 

小池審査班長  したのが二十……。 

小川委員  ２５年だよね。 

局長  去年と言っていましたよ。 

小川委員  １人来たんだ。１人来たんですね。 

議長  他にございませんか。 

 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。 
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 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３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４ページ、地図４から６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、建て

売り分譲住宅２４棟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。 

 雨水は調整池を設置し、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。 

 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。 

 続きまして、議案書４ページ、地図７から９ページをごらんください。 

 ３号議案の２につきましては、申請者の両親が高齢で介護が必要なため、義理の父が所有する当該地を使用貸借し、専用住宅１棟を建

築するものです。 

 現地は畑で、隣接地は宅地及び道路となっており、コンクリートブロックで施工。 

 雨水は貯留浸透槽を設置し、汚水・雑排水については、合併浄化槽を設置することから、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。 

 資力については、融資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。 
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 農地の区分については、申請地が水道、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、二和病院と鎌ヶ谷ひか

り幼稚園の医療施設と教育施設があることから、第３種農地と判断します。 

 続きまして、議案書４ページ、地図１０から１２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号により、建売分

譲住宅１１棟を建築するものです。 

 現地は畑で、隣接地は雑種地・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。 

 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。 

 以上、３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、ご質問等は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は、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  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。 



 

 

12 

事務局  ４号議案は、相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについてでございます。議案書は５ページです。 

 前貝塚町に在住の申請人の夫が、平成２９年８月に死亡したことにより、耕作地１５筆、９,５１１㎡のうち、生産緑地である前貝塚

町の畑３筆、３,３５０㎡について、相続税の納税猶予適格者として証明願いの申請がありました。 

 ４月５日に事務局で調査したところ、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ものと思われます。 

 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、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。 

 局長。 

局長  平成３０年度第１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５号につきましては、平成３０年第１次農用地利用集積計画についてでございます。議案書は６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ものの議題がありま

した。 

 １から２は、更新による継続の契約についてとなります。１は大穴町の畑１筆、３,５２９㎡のうち１,４１１㎡に、賃借権３年。２は

大穴町の畑１筆、２,０００㎡に賃借権３年。以上をそれぞれ設定するものです。 
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 ３から５は新規の契約についてとなります。３は金堀町の畑１筆、７４０㎡に賃借権６年８カ月。ページが変わりまして、４は小野田

町の田９筆、８,６６２㎡に賃借権６年。５は神保町の畑１筆、２,９７５㎡のうち２,２００㎡に、賃借権３年８カ月。以上をそれぞれ

設定するものです。 

 事務局が借り手の経営状況等を調査した結果、農業経営基盤強化促進法第１８条第３号各号の要件を満たしており、計画を承認するこ

とが適当であるものと思われます。 

 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。 

石山委員  玄米８.５俵というのは、金額とはまた違うんでしょうか。 

議長  ご説明、お願いします。 

事務局  こちらは水田等でたまに見られるんですけれども、水稲とか玄米で金銭にかえた賃貸借契約ということで、契約が結ばれておりまして、

１俵当たりの市場相場価格のようなものが国からも示されておりまして、それに沿って考えますと、金銭の場合と同じ程度の相場でのや

りとりがされていることになります。 

石山委員  私も印西に田んぼを持っているんですけれども、年何俵かしか来ない。これは契約したのかどうかわからないでいたんですが、こうい

う契約の仕方もあるということですね。 

事務局  そうですね。 

石山委員  どうもありがとうございます。 

議長  よろしいですか。 

 菊池委員。 

菊池委員  この借地ですね、これは年当たりだったら全て、例えば一番上だったら、今のケースかな、玄米８.５俵／年は８,６０００平米に関し

てですね。１反当たりじゃなくて。 
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事務局  こちらは全体に対して年で８.５俵という形です。 

菊池委員  円の場合も全て全体に対してということですね。 

事務局  はい、そうなります。 

議長  他にご質問等は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、平成３０年度第１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、議案第６号を上程いたしま

す。 

議長  本議案につきましては、１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。 

 農政小委員長の報告を求めます。 

農政小委員長  本件について、３月と４月に農政小委員会を開催して、検討を行いました。皆様のお手元に２９年の活動点検・評価及び３０年目標及

びその達成に向けた活動計画案があるかと思いますが、それについて事務局から説明をお願いいたします。 

事務局  それでは、まず平成２９年度の活動の点検・評価からご説明いたします。 

 では、資料をごらんいただくようにお願いいたします。 

 まず、１ページですけれども、こちらは国の行う農業センサス等の統計データになりまして、１件だけ注釈のところで、１番の※４の

ところで書いておるんですけれども、「数値は四捨五入しているため、内訳と合計が一致しないものがある」という注釈を加えておりま

す。その他の説明は省略いたします。 

 ２ページに移ります。２ページは、担い手への農地の利用集積・集約化の内容です。 
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 こちら、２番の実績としましては、目標を上回る５６.７haとなりました。 

 ３番の活動としましては、活動計画のとおり、８月に申告書で所有者から１筆ごとの意向を把握し、農委だより等でそれを公表するこ

とで、農業者からの貸し借りの問い合わせや、借り受けを希望するという申し出に対応しました。また、これに関連して、１２月の総会

で農地等の利用の最適化の推進に関する指針を策定いただきました。 

 ４番の評価としましては、おおむね計画のとおり活動を行った。さらなる推進のために業務体制の整備を進めるとなっております。 

 ３ページに移ります。３番は、まず、新規参入の促進ですけれども、目標の１、経営体に対して、３０年２月の総会で１件の新規参入

がありましたので、４番の目標に対する評価としては達成したということを記入いたしました。 

 一番下の活動に対する評価としましては、新規参入に適した農地の把握や、下限面積の検討などを行っていく必要があるとなっており

ます。 

 続いて、４ページに移ります。４番、こちらは遊休農地対策です。２番のところで、解消実績としましては、耕作放棄地対策モデル事

業の実績であります０.１haとしまして、それに関連して４番、目標に対する評価のところでは、耕作放棄地解消モデル事業により０.

１３haの圃場を整備し、買い手につなげた旨を記入しました。また、活動としましては、計画のとおり調査を実施したとなっております。 

 続きまして、５ページに移ります。５番、内容は違反転用への対応です。２番のところで、実績としましては０.０８haが解消されま

した。 

 ３番、活動実績としましては、県との合同パトロールと、リーフレットの配布。また、年３回、定期パトロールと関係者への是正指導

を行ったとなっております。 

 評価としましては、計画のとおり活動した。今後も是正指導を行っていくとなっております。 

 続きまして、６ページに移ります。こちらの農地法に係る事務の点検につきましては、３条許可、転用事務ともに適切に行われており

ます。その旨を記載しております。 

 ７ページに移ります。７ページの３番、こちらは農地所有適格法人からの報告については、市内の１件の法人から、適切に報告書が提

出されております。 
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 下の４番、情報の提供等についてですけれども、こちらは農地の賃借料情報や農地台帳情報の公表については、農地法の規定どおり実

施しております。 

 続きまして、８ページに移ります。７番、地域の農業者からの要望、ご意見につきましては、年度中、特にはありませんでした。 

 ８、事務の実施状況の公表等について、総会議事録の公表、農地利用最適化推進に係る意見の提出、この活動計画の公表について、規

定どおり実施しております。 

 ２９年度の活動評価につきましては、以上となります。 

 続きまして、平成３０年度の活動計画に移ります。 

 なお、こちらは１２月総会で策定いただきました、農地等の利用の最適化の推進に関する指針に沿って作成しております。 

 まず、資料をごらんいただくようにお願いいたします。 

 １ページ目は統計データとなりますので、こちらは説明を省略させていただきます。 

 ２ページに移りまして、まず２番の担い手への農地の利用集積・集約化の内容のところです。 

 １番、現状の集積面積としましては、こちらは、認定農業者と市の農業経営基盤強化に関する基本構想の水準に到達する農業者が所有

または借り受けて耕作している面積となり、この４５２haとなっております。 

 課題としましては、農業従事者の減少や高齢化に伴う有休農地の増加、小規模農地の分散、周囲の転用による営農環境の悪化となって

おります。 

 ２番の目標の集積面積につきましては、指針と同様ですけれども、５haを加えた４５７haとなっております。 

 この活動計画としましては、まず８月に申告書で農地の貸付の意向を把握し、９月からは把握した情報を活用した関係者への働きかけ

を行うとなっております。 

 また、通年の取り組みとしましては、農委だよりやリーフレットを活用した認定農業者制度や、農用地利用集積計画による貸し借りの

周知となっております。 

 下に移りまして、続きまして３番は、新たな農業経営を営もうとする者の参入促進、新規参入の部分になります。 
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 １番、課題としましては、新規参入者の希望条件に合った農地を見つけるのが難しいということと、また下限面積の検討など、農業委

員会としての具体的な取り組みを検討していく必要があるとなっております。 

 ２番は、参入の目標を１経営体としております。活動計画としましては、８月に下限面積の設定の検討、申告書による農地の貸付の意

向の把握とし、また、随時の取り組みとしましては、関係機関と連携し、相談に対して積極的に対応すること。また、新規参入に適した

農地があれば、委員、事務局で情報を共有するとしております。 

 ３ページに移ります。４番、遊休農地に関する内容ですけれども、２番、解消目標を０.９haとしました。活動計画としましては、例

年同様ですけれども、利用状況調査、利用意向調査の実施について記載しております。 

 下に移り、５番の違反転用です。こちらは例年同様、所有者への指導と、県と合同で指導を強化すると、そういったこととなっており

ます。 

 説明は以上となります。 

農政小委員長  以上が小委員会で作成した案となります。 

 皆さんのご意見、どうぞよろしくお願いいたします。 

議長  ただいまの農政小委員長の報告に対し、ご意見等は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、原案どおり平成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、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  それでは、私からご報告申し上げます。 
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 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１０ページから１２ページに記載のとおり、２月中に９件の届出を受

理いたしました。 

 次に、報告事項の３、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１６ページに記載のとおり、２月中

に１６件の届出を受理いたしました。 

 報告事項の４、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１７ページから２２ページに記載のとおり、２月中に２０

件の届出を受理いたしました。 

 以上、報告事項２から４の届出について、農業委員会事務局規定第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５でございます。農地法第５条の一時転用許可に伴う農地復元報告について、議案書２３ページに記載のとおり、１

件の報告がありました。 

 報告事項の６、農地の転用許可に伴う工事の完了報告について、議案書２４ページに記載のとおり、３件の報告がありました。 

 報告事項７、農地の転用事実に関する照会について、議案書２５ページに記載のとおり、１件を局長専決として回答いたしました。 

 報告事項の８、軽微な農地改良の届出書の受理について、議案書２６ページに記載のとおり、１件の届出を受理いたしました。 

 最後に、報告事項の９、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２７ページに記載のとおり、３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。（ ３時 ５０分） 

 続いて、事務連絡がございます。 

次長  ―――――――――   事務連絡   ――――――――― 

議長  それでは、以上をもちまして、本日の総会を閉会いたします。 
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  議長は、午後３時５２分第４回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


