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平成３０年 第５回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成３０年第５回船橋市農業委員会総会を５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５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すか。 

  （「はい」の声あり） 

議長  それでは、４番藤城孝義委員と、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号の１を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、小川審査班長の報告を求めます。 

小川審査班長  それでは、今月２日、菊池委員、髙橋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。 

 第１号議案の１につきましては、山手在住の譲受人が当該地を売買により取得し、農業経営の増進を図るものです。経営面積は約５４

ａ、農業従事者は３名で、農機具も一式保有しております。 
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 以上、第１号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、ご意見等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５条許可申請について、議案第２号の１から６を上程いたします。 

議長  本議案につきましても小川審査班長の報告を求めます。 

小川審査班長  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、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１３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、申請地が水道管・ガス管が埋設されている道路に沿っており、おおむね５００ｍ以内に船橋二和病院と三咲小

学校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。 

 議案書３から４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から６につきましては、関連議案でありますので一括して説明いたします。 
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 船橋市が、文化財史跡に指定した「取掛西貝塚」の遺跡状況を確認調査するため、当該地を４カ月間一時転用するものです。 

 それぞれ、当該地の地目は畑で、隣接地は畑・道路及び宅地となっております。 

 また、近隣農地所有者への説明が行われており、資力については平成３０年度予算で議決されております。 

 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、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  ちょっと教えてもらいたいんです。遺跡調査の案件なんですけれども、これは一時転用ということですが期間はどれぐらいと考えてい

ますでしょうか。あっ、ここに入っているか。調査期間は４カ月ですか。 

小川審査班長  はい。で、掘って復元してから返すということです。 

小池委員  はい。 

議長  他にございませんでしょうか。 

興松委員  今の審査班長の報告だと、４カ月たったら復元して返すということですが、事前の説明だと保存するということでしょうか。遺跡が発

掘されれば遺跡場所として。 

局長  いや。最終的には保存という形にいくんでしょうけれども、今はまだ調査ですから、１反ごとになります。 

興松委員  これはもう本調査だよね。予備調査が終わって、遺跡が発掘されちゃったので、本調査にかかるんだと。そして、本調査の期間が４カ

月だと。その４カ月間を一時転用させてくださいと。 

小川審査班長  場所的には前回出た場所とは違うんです。 

興松審査班長  この図面の６ページで赤く囲われているところと、真ん中に空白の部分があるよね。ですので、遺跡群というのはこの空白の部分も含

めてのところだと思うんだよ。 
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小川審査班等  空白の部分は納税猶予なんか受けているので、税務署と相談して、税務署がいいと言えば調査を始めるそうです。 

興松委員  じゃ、まだ遺跡があるんじゃないかということで、これは将来、遺跡調査をしなければいけないんだけれども、今は税務署と協議中だ

からということで、手をつけてないということですか。 

小川審査班長  白いところ。 

興松委員  白いところと赤い部分は。 

小川審査班長  はい。ということでした。 

興松委員  おかしいなと思ったのが、これ、赤く塗ってあるところの面積は１町いくらなんだよ。だから、全体、１町いくらの面積じゃないから、

あの規模は。 

小川審査班長  地図で飯山満町と米ヶ崎町ってあるんです。飯山満町は前回、調査済みです。地図、右のほうが。 

齋藤委員  ８ページ。こっちは調査済み。今度ここ。 

小川審査班長  飯山満町は前回、調査して、もう調査済みです。今回は米ヶ崎町という地区。 

興松委員  ああ、地区を分けたんだな。もうできるようになっているから。遺跡があることがわかったから。 

小川審査班長  でも、税務署が、そういうことでしたら一応認める方向ですという。 

興松委員  問題は、局長、将来、この土地はどうなるのか。市が管理するのか、あるいは遺跡があるんだから、これは転用できないんだぞという

ことで農家に知らしめておくのか、その辺のところなんです。 

局長  前回、去年でしたっけ、調査したところは市が買い取るという形で、今、現地のほうはほうっているところがありますので、今回のと

ころは、今後、予算の問題もありますので。ただ、計画的には同じように保存していく方向で考えている。 

興松委員  保存しておくということは、飯山満町のときと同じで買い取るということか。 

局長  という形になるんじゃないかなと思いますけど。 

興松委員  ただ、まだ買い取ってはいないんだよね。 

局長  まだ買い取ってはないです。 
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興松委員  そうすると、面積的には３町ぐらいになっちゃうのか。 

事務局  ３町かどうかというのは何とも言えないんですけれども、２町以上はあるかと。 

興松委員  全体にはね。 

事務局  はい。 

興松委員  そのぐらいの面積はあると思う。 

菊池委員  今の局長さんですけれども、今回調査したところを買い取る可能性はあると思うんです。 

局長  可能性はあると思うんです。遺跡公園みたいな形で残す。 

菊池委員  そこで調査をした限りでは、市役所の文化課の担当者はそういうことは言っていなかった。 

局長  今すぐには買い取れないと思うんです。これだけの土地を買うのに金がかかるから。 

菊池委員  調査の仕方がそういう仕方じゃないですよね。でかかったけれども、５０ｃｍ幅ぐらいをざあっと掘り返すだけなんですよ。で、戻し

ちゃっているんです。史跡が出た場合には、それをさらって上げていくんでしょうか。 

局長  最終的に整備すると、そういう形になると思います。 

興松委員  じゃ、このところはまだ予備調査で。 

  何が出てくるかわからない。 

菊池委員  貴重なものが出たら本調査にいって、それで本当に貴重だったら保存するという可能性はあるんですか。 

局長  どういう形の保存の仕方かというのがいろいろあるんですけれども、史跡公園みたいな形にする可能性もないわけではない。ただ、お

金の問題もありますので。 

興松委員  今、地権者で問題になっているのは、遺跡が出ることはもうわかっちゃっているから、これが遺跡群だということになって、囲われち

ゃった後、市が買ってくれるんだろうねと。買ってくれないと、そのままおれたち野放しだみたいに、これ遺跡があるところだから、転

用はできないから、売買できないようなことになっちゃったら。 

局長  いえいえ。遺跡があったとしても上に建物を建てることもできるわけですし、埋め戻しちゃって、その上で耕作することもできるんで
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すよ。そういう形で保存しているところもあるんです。ただ、開発行為やなんかで全部ぶっ壊しちゃうような海老ヶ作のところみたいな

形にしたくないのでということで、今、文化課ではなるべく保存する方法で考えていると思うんですけれども、保存の方法についてはど

ういう形になるのかここではわかりませんけれど。 

興松委員  頭の部分はもう囲っちゃってあるんだろう。 

小川審査班長  いえ、草の部分は戻しました。 

石山委員  農地として使われるんでしょう。 

局長  一部買い取ったところもあるんです。そこを囲っているところもある。 

興松委員  囲ってあるんだよな。だから、買い取ったやつと買い取る部分、同じ遺跡群の中で、市で買ってくれたところと個人持ちのところでは

不公平感が出てしまう。 

局長  多分、だからいっぺんに買えないと思うんです。 

小川審査班長  今回、文化課に来てもらったんですが、そういう買い取りという話は一切なかったです。 

局長  まずは、だから約束できる話じゃないから言わないですよ、文化課は。 

菊池委員  出るべき遺跡が、非常に貴重なものが出たところが近辺にあるんですよね。たしか、あの話を聞いて写真なんか見せてもらって、貴重

なものですよ、これ。日本の中で非常に珍しいもの。これだけ貴重なものがまたぞろぞろ出てくれば全然別ですけれども、そうしたら本

当に船橋市としてきちんと保存することは意味があると思うんです。それは農業委員会としては非常に大変なんだけれども、そうなるか

どうかがわからない段階で、今は予備調査をするだけのために貸すよっていう。 

局長  だから一時転用で、一時的なことですから。 

興松委員  いろいろあるでしょうけれども、１つの問題は遺跡を展示するのか、その土地をそのまま残しておくのかということでいろいろ。 

菊池委員  僕らが聞いた限りでは、文化課の人たちの意図はそちらです。取り出して展示すると聞きましたから。そう言っていました。でも、ま

だわからないですよ、局長の言われるように。 

興松委員  遺跡群として残されるんだから、耕作もできるし、売買もできると。 
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石山委員  そこまではわからないです。 

議長  その辺はうちで判断はできないですから、今その話をされても判断は。私たちは農地転用に関してのことをやって、農家の方が次困る

んじゃないかということに対しての判断はまた別物だと。 

小川審査班長  農業委員会としては４カ月間という。 

議長  そうそう、とりあえずは。それに対して審議を皆さんにお諮りしているということなので。興松委員、もしそれが買い取りとか、逆に

保存とかになれば、また違う形で申請が出てくるので、そのときにまたそういう議論がなされるかなと思いますけれども、今回について

は予備調査の４カ月間の一時転用を認めるかどうか皆様にご審議をしていただくということで、終わりがなくなっちゃいますので。 

 何か他にこの件に関してご質問等。 

  （「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２号の７から１２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、土橋委員、湯浅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５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７から１０につきましては、関連議案でありますので一括して説明します。 

 都内に本社を置き、千葉県内に１０農園を持ち、障害者の雇用促進を目的とする業務を行っている譲受人が、事業拡大に伴い、当該地

を借り受け、砕石敷き等の整備をし、障害者の雇用促進のための農業用施設用地として活用するものです。 

 現地は畑及び田で、隣接地は畑・山林及び道路となっており、雨水については、砕石敷きとビニールハウスに浸透ます浸透池を設置し、
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自然浸透処理することから、隣接農地への被害のおそれはないものと思われます。 

 また、隣接農地所有者への説明が行われております。 

 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種農地として判断します。 

 議案書６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１１から１２につきましては、関連議案でありますので一括説明します。 

 市川市在住の譲受人が、現在居住している住宅が手狭なため当該地を取得し、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、隣接地は宅地・道路及び駐車場となっており、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。 

 また、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、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。 

 農地の区分については、申請地が水道管・ガス管が埋設されている道路に沿っており、おおむね５００ｍ以内に片桐内科医院と法田中

学校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。 

 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  ○○○○○○○○、障害者用の施設ということなんですが、どういう企業なんでしょうか。株式会社ですよね、○○○○○○○○とい

うのは。 

石井審査班長  はい、そうです。 
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齋藤委員  障害者用の施設用地としてここをということですが。 

石井審査班長  これは第２農場になります。第１は高根に。○○さんのところにできたものは。 

事務局  ○○さんが亡くなったすぐ後に、○○○○○○○○からあそこの土地と同じような形で転用申請が出ていまして、許可になっています

ので、同様な形になります。 

石井審査班長  同じ会社が。 

齋藤委員  はい、わかりました。 

 もう一つ。○○さんが前回やっていらっしゃるところも含めて、船橋市の障害者の人たちが働いているんですか。 

石井審査班長  船橋市ではない。 

議長  ○○○○○○○○と話したときには、なるべく船橋市内の障害者の人を雇い入れるようにしたいとは言っていましたけれども、必ずし

も全部が全部、船橋市ではないかもしれません。その辺は拘束できませんので。 

齋藤委員  ええ、そうですね。 

小川委員  マイクロバスで船橋駅とか西船の駅から。 

石井審査班長  西船の南口のほうへ送りました。 

  県外からも来ているそうです。 

小川委員  朝から夕方走っています。 

石井審査班長 朝７時半から８時に西船の南口のほうへ来て、夕方、４時半過ぎには西船へ戻ってくるということです。 

議長  結構大手の会社が雇用するという形態をとっているので、それなりに一定の水準の給与がもらえるような形らしいです。要は、ある程

度の企業は、一定の障害者を雇い入れなきゃいけないというところが自分のところで雇い入れて、でも結局、その方々たちを教育するの

は、逆にちゃんとやっている人たちの労力を抑えてしまう。でも、法律上雇わなきゃいけない。変な話、身障者を受け入れなきゃいけな

いところ、丸抱えで受けてくれる会社と考えていただければ。 

齋藤委員  ほかの企業が何人とか割り当てがあるのを、それをまとめていろんな企業が委託して。 
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議長  ですから、給料は大手の方が給料を払ってくれる。野菜は販売せずに、そういう大手の食堂とか、そういうところで使ってもらう。販

売する目的ではなく、福利厚生みたいな形。 

齋藤委員  わかりました。 

小川委員  この農園ですけれども、現在、この近く、区画整理の範囲に入っていると思うんです。 

石井審査班長  ここは区画整理には入ってないです。 

小川委員  では、結構です。 

議長  他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、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２号の１３から１８を上程いたします。 

議長  本議案につきましても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６ページ、地図１５から１７ページをごらんください。 

 ２号議案の１３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１２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。 

 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
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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、申請地が水道管・ガス管が埋設されている道路に沿っており、おおむね５００ｍ以内に八栄小学校と船橋ひま

わり幼稚園の教育施設があることから、第３種農地と判断します。 

 引き続き、議案書６ページ、地図１８から２０ページをごらんください。 

 ２号議案の１４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６棟を建築するものです。 

 現地は畑で、隣接地は宅地・畑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。 

 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。 

 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７ページ、地図２１から２３ページをごらんください。 

 ２号議案の１５から１７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、建売分譲住宅２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、周囲はコンクリートブロック及びフェンスで施工、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、隣接農地はなく、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。 
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 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２４から２６ページをごらんください。 

 ２号議案の１８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、都市計画第３４条第１１号により、建売分

譲住宅２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、周囲はコンクリートブロック及びフェンスで施工、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、隣接農地はなく、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、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、６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、ご意見等はございませんでしょうか。 

 髙橋委員。 

髙橋委員  今の最後のやつなんですが、高根の議案書７ページのＰ２４から２６なんですが、この地図だと、２５ページの地図は１３８と１５８

と５０と３つありますよね。その次の２６ページは今度は２棟なんですが、１２３と１７３と広くなっています。 

局長  これは公図ですよね、最初のほうは。 

事務局  髙橋委員、事務局から説明してもいいですか。この場合なんですけれども、公図と実測が違う場合というのが実際ございます。公図の

ほうは現在の登記簿の数字になりまして、２６は実測になりますので、それで数字が異なっているものと思われます。 

 以上でございます。 
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議長  よろしいですか。 

 では、興松委員。 

興松委員  １４号と１８号の関係なんだけれども、２４ページを見ると確かに隣接はしていないんだけれども、開発の中で一体性はあるんですか。 

石井審査班長  １年、２年前、この部分は残っていた部分なので、全体を見れば同じ業者が開発をしている。それで最後、この２つの分は最後の部分

ですよね。 

事務局  事務局のほうからちょっと補足させていただいてもよろしいでしょうか。こちらなんですけれども、宅地課のほうの２９条の許可が

別々に申請、受け付けをしておりますので、農業委員会もあわせて別々ということでさせていただきました。 

 以上でございます。 

興松委員  再度、しつこいようだけれども、開発されるところが○○○○○なんだよね。それで、○○○○○と○が○○○の間にあるように公図

では見えるんだけれども、これで遮断されているように見えるんだけど。公図と言ったのは、１９ページを見ると、１４番のところの○

○○○○と１８番の○○○○○、これが○○○○○と○の間にあって、続いてないような公図になっているんだけれども、実際、１４番

と１８番というのは全く別の敷地で。 

石井審査班長  道路で互い違いになっているんですね。 

  この公図はくっつくんだよね。 

興松委員  これ○○○○○も〇も畑だよね。 

局長  地目は畑なんですけれども、現況、道路なんです。 

興松委員  公衆道路か、じゃあ。 

局長  市が畑の土地を買って、現況そのまま変えていない形になって。ただ、現況は道路なんだけれども、地目を位置づけない。 

興松委員  じゃ、くっついちゃっているんだ。１４号と１８号。 

局長  だから、道路で区切られているんです。 

事務局  間に人が１人通れるような道路になっております。 
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局長  細い道に入っています。 

事務局  車は難しいですけれども、人は歩ける通りになっています。 

 以上でございます。 

石井委員  ２ｍぐらいの通路になっています。隣は遊水池。 

局長  地図の２０ページのところを見てもらうと、遊水池の下側のところに細い道路がありますよね。２０ページの地図の青い遊水池の下の

ところに道路のような形になっているところがあります。 

興松委員  道路がある。これですか。 

事務局  はい。 

石井審査班長  それは車は通れないけれども、人は通行が可能なんです。 

興松委員  そうすると、１４号と１８号の排水は共有するんですか。 

石井審査班長  いえ、別々に。道路脇にＵ字溝が入っていますね。 

興松委員  うん。流すところが違うのか。 

石井審査班長  違うんです。片方は遊水池のブルーのほうに落ちて、反対側の２件のほうは別のほうへ流れていく。 

興松委員  もう一度確認すると、○○○○○と○は道路になっちゃっているんだ、現況は。それで、これは市が持っていると。 

石井審査班長  道路というよりも通路ですね。 

興松委員  今、局長の話だと、市が管理しているような話になっている。 

議長  だから、市の名義になっちゃっているけれども、現況は通路状態になっていて。 

興松委員  整備されてないということは、道路。 

議長  整備はされているんだけれども、地目が変わってないだけなんですよ。畑のままになっちゃっている。 

興松委員  セットバック部分だったのか、じゃあ。 

局長  道路の一部分になっちゃっています。 
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事務局  ５．５ｍ、今、２０番になっておりますが、そこがないと逆に言うと通れないという形になると思われます。 

興松委員  ○○○○○と○というのは道路の部分なんだけれども、これは規定の道路幅がないためのセットバック部分だったの。 

石井審査班長  そこにＵ字溝が入っています。 

興松委員  セットバック部分であったということであれば、説明はわかります。 

議長  よろしいですか。 

興松委員  うん。 

議長  それでは、他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３号の１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  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ご説明いたします。 

 議案書８ページ、地図２７から２９ページをごらんください。 

 ３号議案につきましては、市内で墓地事業を営む申請人が、平成２９年６月３０日付で、墓地拡張に伴い、駐車場用地として許可を受

けたものであります。申請時に本来は３０年間賃借権の設定について申請すべきところを、代理人の記載誤りにより、農地転用申請の際

に所有権移転を伴う申請であることが判明いたしました。 

 現地は駐車場に整備されております。申請の誤りではありますが、千葉県より計画変更の申請を行わせるように指導がありました。 

 今回の申請書に理由書が提出されているため、今後間違いのないように代理人に対して申請の指導をしてまいりたいと思っておりま
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す。 

 以上、本議案につきましては承認することが適当と思われます。 

 以上でございます。 

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。 

小池委員  所有権移転ということで総会を通っているということですか。 

事務局  はい、おっしゃるとおりです。 

小池委員  所有権移転で総会を通っていて、契約書の内容が読み取りによって賃貸借設定ということなので、そちらに合わせてということなんで

すね。 

事務局  はい。 

小池委員  済みません。これどこでどうなっちゃうのか。 

事務局  申請書の書類の中には、そもそも千葉県からは契約書のコピー等や原本について確認しなさいというところが一切ございません。です

ので、性善説ではないんですけれども、申請書が所有権移転となっていれば、当然所有権移転と信じておりまして、それで全て事務を進

めさせていただきました。 

 そうしたところ、許可も出ているんですけれども、先日、代理人のほうから相談がございまして、実は代理人のほうで書類の記載を間

違えてしまったと。ですので、こちらのほうは賃借権設定が正しかったので、そちらのほうでさせていただけないかということでご相談

がありましたので、千葉県に報告したところ、そちらのほうでもう一度計画変更を届けてでやり直してくださいということで指示があり

まして、今回議案として上程させていただきました。 

 以上でございます。 

小池委員  わかりました。 

議長  他にご質問等ございませんか。 
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  （「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、審査報告のとおり、承認相当とすることが適当と判断される方の挙手を求めます。 

 全員一致であります。よって承認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。 

事務局  ４号議案につきましては、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９ページです。 

 南三咲に在住の申請人の父が、平成２９年１２月に死亡したことにより、耕作地２筆１,８４６㎡のうち、生産緑地である南三咲の畑

１筆８２２㎡のうち、８０３.４７㎡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。 

 ５月１日、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  なければ採決いたします。 

 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。 

 続いて、協議事項に移ります。 

 「平成３１年度船橋市の農地等利用最適化推進施策に関する意見について」でございます。 

 このことにつきまして、事務局より説明をお願いします。 
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事務局  協議事項につきましてご説明します。議案書は９ページです。 

 農業委員会等に関する法律第３８条の規定により、農業委員会は必要があると認めるとき、関係地方公共団体に対し、農地等の利用の

最適化推進に関する意見を提出しなければならないことと定められております。 

 このため、意見の提出の実施について、ご協議をお願いしたいと思います。こちら参考として、封筒に前回の意見書をお配りしており

ます。 

 なお、意見を提出する場合は、市が予算を編成する前となります８月から９月初めころまでに提出することが望ましいと考えられます。 

 以上です。 

議長  本件についてご意見はございませんか。 

神山委員  この件に関しては、農政小委員会に付託することがよろしいかと思います。 

 以上です。 

議長  今、農政小委員会に付託するという意見がございましたが、他にご意見等。 

  （異議なし）の声あり） 

議長  それでは、ただいまの意見に対しまして採決いたします。 

 「平成３１年度船橋市の農地等利用最適化推進施策に関する意見について」、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。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、私のほうからご報告を申し上げます。 

 まず、報告事項（１）でございますが、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ページに記載のとおり、

４月中に１件の届出を受理いたしました。 

 報告事項（２）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１１ページから１７ページに記載のとおり、
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３月中に２６件の届出を受理いたしました。 

 次に、報告事項（３）でございますが、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１８ページから２５ページに記載

のとおり、３月中に２９件の届出を受理いたしました。 

 以上、報告事項（１）から（３）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。 

 続きまして、報告事項（４）でございます。農地の転用許可に伴う工事の完了報告について、議案書２６ページから２８ページに記載

のとおり、１０件の報告書の提出がございました。 

 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。 

 続いて、報告事項（５）農地の転用許可後の工事の進捗状況の報告について、議案書２９ページに記載のとおり、１件の報告がござい

ました。 

 報告事項（６）農地の転用事実に関する照会について、議案書３０ページに記載のとおり、２件を局長専決として回答いたしました。 

 報告事項（７）軽微な農地改良の届出書の受理について、議案書３１ページに記載のとおり、１件の届出を受理いたしました。 

 次に、報告事項（８）農地の埋立等工事完了届出書の受理について、議案書３２ページに記載のとおり、２件の届出を受理いたしまし

た。 

 次に、報告事項（９）でございます。船橋市農地利用最適化推進委員連絡協議会要綱の制定について、詳細について担当より報告いた

します。 

事務局  お手元に船橋市農地利用最適化推進委員連絡協議会要綱をお配りさせていただいております。 

 農地利用最適化推進委員が情報共有や課題について検討を行うなど、相互に連絡を取り合う必要性があるという意見が推進委員の中か

らありましたので、農地利用最適化推進委員連絡協議会を設置することになりました。推進委員の協議会を設置するに当たりまして、要

綱を作成する必要があるため、別紙のとおり、船橋市農地利用最適化推進委員連絡協議会要綱を作成いたしましたので、ご報告いたしま

す。 
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 以上でございます。 

局長  続きまして、報告事項（１０）でございます。農地法第３条の審査表様式の改訂について、詳細について担当より報告いたします。 

事務局  朗読させていただきます。お手元に農地法第３条審査表を配らせていただいております。こちらの農地法第３条の審査表の様式につき

ましてですが、従前使用しておりました審査表がわかりにくい部分がありましたため、今回、審査表をお配りした資料のとおり改訂させ

ていただきまして、様式を変更することといたしましたので、報告させていただきます。 

 以上でございます。 

局長  最後に、報告事項（１１）でございます。１月１６日に実施いたしました農地パトロールの結果、新たな違反転用などはありませんで

した。 

 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 ５６分） 

 続いて、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。 

小池小委員長   ―――――――――   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１分第５回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 

 

 

 


