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平成３０年 第６回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成３０年第６回船橋市農業委員会総会を６月６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６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。 

 ５番の菊池委員と、１０番の土橋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。 

 次長。 

次長  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、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１日、髙橋 光一委員、齋藤 教子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から３につきましては、千葉市に在住の譲受人が、当該地を売買により取得し、農業経営の拡大を図るものです。 
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 経営面積は、千葉市内で約１４６アール、農業従事者は３名で、農機具も保有しております。 

 なお、当該地は耕作放棄地を含んでおりますが、譲受人がみずから農地として復元することを確認しております。 

 また、当該地は区画整理予定地であり、減歩があること、換地に伴い現在地より移動する可能性があることは説明し、理解を得ており

ます。 

 以上、第１号議案の１から３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、ご質問等ございませんでしょうか。 

興松委員  二、三確認させてください。 

 これは、譲受人は代替地かどうか１つ。 

 それから２番、他市から来るときに、当該地までの移動距離の問題になるのかどうか。 

議長  審査班長。 

小池審査班長  代替地として取得するのではなくて、この申請者本人は新規就農者であります。だから現状として、自己所有地はまだありません。１

４６アールを借りて耕作しているというのがまず形態の現実です。 

 もう一点、千葉市の土気のほうにあるのかな。そちらのほうに借りてある土地があるため、そこから高速を使ってくることで、アクセ

ス的には問題ない。では、この地を選んだ理由として、自分が納品しているお店等がこちらにあるので、管理等のつくる作物がミョウガ

等、比較的、手のかからないものということで、管理等には遅滞なく行えるということを本人は言っておりました。 

興松委員  はい、了解しました。 

議長  他にご質問ありませんか。 

土橋委員  いいですか。 

議長  土橋委員。 

土橋委員  新規就農者と言いましたよね。これはいつからやっているんですか。 
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小池審査班長  ７年ぐらい。２０１１年の震災のとき。あのときから。 

土橋委員  そんなにやっているんですか。 

小池審査班長  はい。 

土橋委員  生産しているっていうことは、販売するのがミョウガとかそういうものが多い。 

小池審査班長  販売しているものは、コマツナ、ホウレンソウとかそういう今のところ葉菜のものということで、あともう一点、農業関係の今、千葉

で行われている事業らしいんですが、そちらでクラブっていうから集まって出荷するような形をとっているところに参加しているという

ことでした。 

議長  他にご質問等、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。 

 次長。 

次長  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、石山審査班長の報告を求めます。 

石山審査班長  所見を申し上げます。 

 今月１日、石井 俊郎委員、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。 

 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、市内でスポーツクラブを運営する法人が、会員の増加により駐車場が手狭になることから申請者がダイビン

グプール用の駐車場として整備し、当施設に貸し出すものです。 

 現地は畑で、隣接地は雑種地・畑・墓地及び道路となっており、周囲は土留鋼板等で施工、雨水については、砕石敷きによる自然浸透



 

 

4 

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。 

 なお、隣接農地所有者には、説明済みです。 

 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。 

 以上、本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。 

 次長。 

次長  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、石山審査班長の報告を求めます。 

石山審査班長  それでは、引き続き審査員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、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４３条第１項により、建て売り

分譲住宅１棟を建築するものです。 

 なお、当該地は以前に許可を得ず、宅地及び駐車場として使用していたため、始末書が添付されております。 

 現地は雑種地で、隣接地は宅地及び道路となっており、周囲には既存ブロックがあり、雨水については、桝を設置し雨水管に接続し、
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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、残高証明書で確認済みです。 

 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５００メートル以内に市立八木が谷小

学校と市立八木が谷中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。 

 次に、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につきましては、市内でトラック等の販売・レンタル業を営む譲受人が、車両置き場が手狭なため、当該地を賃借し、車

両置き場として整備するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑・墓地・山林及び道路となっており、周囲は単管パイプで施工し、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、隣接農地所有者には、説明済みです。 

 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。 

 次に、議案書４ページ、地図１２から１４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で施工、雨水については、既設雨水管に接続し、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。 
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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。 

 以上、３議案につきましては、許可相当と思われます。 

 よろしくお願いします。 

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。 

 興松委員。 

興松委員  この建設図面を見ると、全部が大型車ですよね。 

石山審査班長  ２トン、３トン、４トンって聞いております。 

興松委員  この大型車の通行用の道路、ここに至るまでの、これは問題ないですか。 

石山審査班長  １つは幹線道として、船取線がありまして、その１つ手前の団地から二和に向かう準幹線道路がありまして、そこから信号を左に曲が

って、１０メートルぐらいのところに当該地が位置しております。 

 その左に曲がった１０メートルの当該地の道路については、２トン、３トン、４トン車で十分かどうかという広さが幅員が十分かどう

かということについては、なかなか難しいかなと思いますけれども、その点についても譲受人のほうに何回か質問をしました。譲受人の

側では、それは問題はないということで、確かに幅員自体であれば、入出庫はできると思います。 

 出入り口が１カ所です。ですから、それについても入り口と出口を分けたらどうだというようなことをもう申し上げたんですけれども、

かなり面積が広くて、その展開も自由なので問題はないと思うと。 

 隣が鉄工所だったので、その鉄工所の了解は得ているのかということもお聞きしましたら、そこについては、伝えてはあると。隣接地

の農家については、藤城委員も地元ですので、農家の長男の方と農家の旦那さんの方にいろいろお聞きしましたけれども、問題があると

いうふうには聞いておりません。 

興松委員  搬入路については問題ないと。 

石井委員  搬入路も右へ行って幅が広くとっておりますというふうな回答は得ているんですが。 
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興松委員  それは搬入路は、幅員とそれから公道形態なんだけど、砂利の道、舗装しちゃうの？要するに舗装であれば、幅員が十分に足りるので

あれば、通行に支障がないんでしょうけれども、隣接地の農地についても。 

石山審査班長  隣接地と農地は奥のほうなんですけれども、出入り口は手前に１カ所つくるだけなんです。 

 ですから、そこが鉄工所等と隣接するところに出入り口をつくるんです。 

興松委員  出入り口ね。 

石山審査班長  そこは、何メートルかちょっと申しわけないけれど、かなり広くとるというふうにお聞きして、そこが鋼板でしたかね。下、砂利でし

たかね。 

事務局  いや、コンクリート。砂利敷きではありません。 

石山審査班長  かなり広くコンクリートだということでよろしいですね。 

興松委員  この幅員は、セットバックしてしのげる既存の道路の幅じゃないんでしょう。 

石山審査班長  出入り口については、もちろん、そこの農地に出入り口をつくるわけですから既存の道路とは全く違いますね。ただ、準幹線道から入

る道路については、先ほど申し上げたように、２トン、３トンなら大丈夫だろうと思うので、４トンがどの程度の割合になるかちょっと

今のところわかりませんけれども、そこについては通行は可能だと、１０メートルぐらいですから、可能だと思うんですけれども、十分

かどうかについては私どもで判断はできません。 

藤城委員  ただこの道は、奥に石油のあれがあるんですよね。だから、大型車は結構ここの道を通るようになっています。 

石井委員  道路はアスファルトになっているんです。 

藤城委員  アスファルトになっています。 

興松委員  それが既存の道路なんですか。 

石山審査班長  そうです。 

興松委員  アスファルト道路がもう１０メートル近くあるって聞いて……。 

藤城委員  １０メートルはないですね。 
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石井委員  アスファルトの道路の基準の幅は、１０メートルはありません。 

興松委員  そうすると、今回、この申請地のためにセットバックなり、幅員を広めたっていうことじゃないんですよね。 

石井審査班長  ありません。 

興松委員  既存の道路で全部。 

石井審査班長  そうです。 

石井委員  それももう、幅を広げるというふうで、コンクリートで入り口は埋まって。 

石山審査班長  出入り口はですね。 

石井委員  出入り口も。 

石井審査班長  既存道路については手を加えるというふうには聞いておりません。 

 それで、この既存道路で藤城委員から大型トラックは大丈夫かという質問もしました。それに対して、２トン、３トン、４トンであれ

ば、大丈夫だという回答を得ております。 

興松委員  わかりました。 

石井審査班長  あと、農地の所有者の方のほうからは、お金がないので、かといって土地は売りたくないと。したがって、２年の賃借で継続したいと。

ただ、譲受人のほうでは購入の希望も伝えたそうですけれども、地主さんのほうでそうなので、よろしくお願いしたいというふうに、地

主さんの女性からは面談で言われております。 

興松委員  わかりました。 

議長  よろしいですか。 

 他にご質問等ございませんか。 

 なければ採決のほうへ行きたいと思います。 

 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。 
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 次長。 

次長  農地法第５条許可申請について、議案第３号の４から５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５ページ、地図１５から１７ページをごらんください。 

 ３号議案の４につきましては、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３カ月間

借り受け、一時転用するものです。 

 当該地の地目は畑で、隣接地は畑及び道路となっております。 

 また、近隣農地所有者への説明が行れており、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。 

 議案書５ページ、地図１８から２０ページをごらんください。 

 ３号議案の５につきましては、市内で家具の販売等を営む事業者が、事務所の来客用及び隣接する資材置き場の資材搬入用に、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、隣接地は雑種地・田及び水路となっており、周囲は防護柵で施工、雨水については、砂利敷きによる自然浸透をすること

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、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。 

 以上、２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、ご質問等ございませんでしょうか。 
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小川委員  ○○○○って、市場通りに店があったんですか。そこは壊しちゃって、ここの夏見１丁目○○○○○っていうところで、会社はあるん

ですけれども。 

小池審査班長  それは、議案で言うと、駐車場の件の５についてということですか。 

 この事業者は、以前は自分自身の店及び敷地駐車場等を持っていたということですが、規模縮小でなくしちゃったということで、今は

主にネット等の販売と、入札行為を行っているということです。 

小川委員  そうですか。 

小池審査班長  それで、その入札等その他の行為を行うに当たって、家具といっても事務備品とかを扱っているようで、当然、入札で入れるのと同等

のものが廃棄されてくるので、それを預かるとともに、どうしても今のところでは手狭であって、大型を使って資材の搬入を行うために、

この駐車場が必要ということで説明を受けております。 

小川委員  はい、わかりました。 

議長  他にご質問等。 

興松委員  もう１点だけ確認したいんだけど。 

議長  はい、どうぞ。 

興松委員 

 

 １６ページの公図写し。 

 ここの赤点があるよね。傍点。これが、取掛西貝塚の全域なのかな。 

小池審査班長  ここの破線についての説明をいたします。 

 この破線は、前回の総会にやはり、同じように、一時転用で調査を行うという話があったところを一緒にマッピングさせてもらいまし

た。その中の前回の話でもあったように、その抜けているところが今回申請に上がってきたということで、わかりやすくするために点線

を入れてあります。これが全域かどうかについては承知しておりません。 

興松委員  ありがとうございます。 

土橋委員  いいですか。 
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議長  はい、土橋委員。 

土橋委員  １７ページの地図で、黒い線がありますよね。これはおりているんですか。 

小池審査班長  ごめんなさい。具体的な話で、この黒い線のことはわかりませんが、地主さんに聞いたところ、ちょうどかなりなところへも農地改良

ということで、自分のほうでトレンチャーをかけたり何なりしてあるので、そのところを縫ってやるような形になるような説明を受けて

いるということでした。 

議長  他にご質問等。 

 ないようなので、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。 

 次長。 

次長  平成３０年度第２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、事務局から説明願ます。 

事務局  議案第４号につきましては、平成３０年度第２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。 

 ４号議案の１は新規の契約として、楠が山町の畑、１筆、９７８平方メートルに賃借権３年６カ月を設定するものです。 

 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て、ご意見、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、平成３０年度第２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、協議事項に移ります。 

 農地法第３条第２項第５号に規定する下限面積の設定についてでございますが、毎年、下限面積についての見直しの検討を行っており

ます。今年度は、推進委員の意見を聴取したのちに決定したいと考えておりますので、ついては、６月２１日に開催される予定の農地利

用最適化推進委員連絡協議会で推進委員の意見を聴取し、最終的に次回、７月６日の総会で推進委員の意見を参考にしながら、下限面積

の議決を行うという形として、このように進めていきたいのですが、よろしいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

議長  それでは、本件につきまして、事務局から説明願います。 

事務局  下限面積の設定について、簡単にご説明させていただきます。 

 委員さんのほうでもう、ご存じだと思うんですけれども、農地法第３条第２項第５号で農地を取得する条件の１つとして、譲受人の許

可後の耕作面積が原則として、５０アール以上になることという規定があります。 

 今、船橋のほうはこの５０アールでやっております。耕作面積が５０アールより小さいと生産性が低く、安定した農業経営を行うこと

ができないため設けられている最低限の耕作面積です。 

 ただし、平成２１年の法改正により、耕作が行われない農地が相当あり、５０アール未満の農家が増えることにより、支障が生じない

場合で、新規就農を促進する必要があるときは、農業委員会の判断により、５０アールより低い別段の面積というのを設定することがで

きるようになりました。 

 つきましては、先ほどありましたけれども、７月６日の総会で議決をいただきたいと思います。繰り返しになりますが、今月、推進委

員さんの協議会がありますので、そちらのほうでも意見をお聞きして、７月６日の総会に諮りたいと思います。 



 

 
13 

 以上です。 

議長  ただいまで説明で、ちょっと補足的な問題なんですが、その下限面積を決めるのに当たりまして、そういう特例という形で耕作放棄地

のところに新規就農の方を入れるために、この下限面積を下げようという特例を。 

 それを最適化推進委員のほうでちょっと考えていることもあるみたいなので、やはり農業委員会としても、最適化推進委員の意見を踏

まえた上で、農業委員会として決定していきたいということなので、２１日の最適化推進委員の協議会、それの出た意見を参考に、次回

の総会のほうで決定したいというような動きで行きたいなと考えております。 

 よろしいですか。 

 それでは、続いて事務局より報告がございます。 

事務局  報告事項でございます。 

 報告事項の１つ目です。農地法第４条届け出にかかる受理通知の交付について、議案書７ページから１１ページに記載のとおり、４月

中に１９件の届け出を受理いたしました。 

 続きまして、報告事項の２でございます。農地法第５条届け出にかかる受理通知書の交付について、議案書１２ページから１６ページ

に記載のとおり、４月中に１７件の届け出を受理いたしました。 

 以上、１と２の届け出について、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。 

 続きまして、報告事項の３となります。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１７ページから１８ページ

の記載のとおり、６件の報告がございました。 

 続きまして、報告事項の４でございます。農地の転用許可に伴う行為の完了報告について、議案書１９ページから２５ページの記載の

とおり、２４件の報告がございました。提出ございましたので、現地で調査のほうを行い、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。 

 続きまして、報告事項の５となります。農地転用許可後の工事の進捗状況の報告について、議案書２６ページの記載のとおり１件の報

告がございました。 
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 続いて、報告事項の６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２７ページ記載のとおり、１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。 

 最後に報告事項７です。農用地利用集積計画の一部変更について、議案書の２７ページに記載のとおり、市長より２件の合意解約があ

った旨の通知がございました。 

 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 ３０分） 

 続いて、事務連絡がございます。 

次長  ―――――――――   事務連絡   ――――――――― 

議長  続いて、農政小委員長より連絡がございます。 

農政小委員長  ―――――――――   連絡事項   ――――――――― 

議長  以上持ちまして、本日の総会を閉会いたします。 

  

 議長は、午後３時３５分第６回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 

 

 

 

 

 

 

 


