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平成３０年 第７回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成３０年第７回船橋市農業委員会総会を７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７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。 

 ６番髙橋光一委員と、９番神山茂樹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、藤城審査班長の報告を求めます。 

藤城審査班長  それでは、今月１日、菊池眞夫委員、小池正一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、金掘町で社会福祉法人を営む譲受人が、当園利用者のための更生実習及び機能訓練として農園実習を
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行っており、現在、当該地を賃借しておりますが、取得して実習農園として引き続き使用するものです。 

 なお、社会福祉法人は、農地法施行令第２条第１項第１号ハにより、農地の権利取得が可能となっております。 

 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、ご異議等はございませんでしょうか。 

  （「異議なし」の声あり） 

議長  異議なしの声がございました。 

 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３条許可申請について、議案第１号の２を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、興松審査班長の報告を求めます。 

興松審査班長  それでは、今月１日、湯浅清春委員、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３ページ、４ページになります。 

 １号議案の２につきましては、鎌ヶ谷市に在住の譲受人が当該地を取得し、農業経営の拡大を図るものです。 

 経営面積は約４８ａで、今回取得する約２２ａとあわせて５０ａを満たすものです。 

 また、農業従事者は２名で、農機具も一式保有しております。 

 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、ご異議等はございませんでしょうか。 

  （「異議なし」の声あり） 

議長  異議なしとの声がございました。 
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 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と２を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、興松審査班長の報告を求めます。 

興松審査班長  それでは、議案書３ページ、地図５ページから７ページをお願いします。 

 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４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、周囲にはコンクリート及びフェンスで施工、雨水については貯留槽を設置

し雨水管に接続、汚水・雑排水については、合併浄化槽を設置し雨水管に接続することから、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きましては、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、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。 

 引き続き、２号議案の２についてですが、議案書３ページ、地図は８ページから１０ページまでです。 

 ２号議案の２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、雨水については、貯留施設を設

け雨水管に接続し、汚水・雑排水については、合併浄化槽を設け排水管に接続することから、隣接農地への被害のおそれはないものと思
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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。 

 なお、申請地周辺に農地が存在するため、農作業に伴う生活環境への影響に関して、住宅購入者に説明する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種農地として判断します。 

 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、ご異議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３から５を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、藤城審査班長の報告を求めます。 

藤城審査班長  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１１から１３ページをごらんください。 

 ２号議案の３につきましては、市内で土木・建築業を営む譲受人が、今まで使用していた資材置き場の返却に伴い、資材置き場が手狭

となるため、当該地を賃借し、資材置き場として整備するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑及び道路となっており、周囲は鋼板フェンスを設置し、雨水については、砕石敷きによる自然浸透とすること
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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、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、残高証明書及び融資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１４から１６ページをごらんください。 

 ２号議案の４及び５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。 

 八千代市で、主に運送業及び建築資材の加工・販売を営む事業者が、当該地を取得し、既存車両置き場の拡張をするものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑・雑種地及び道路となっており、周囲は土どめ擁壁及びフェンスで施工し、雨水については、砕石転圧して浸

透ますを設け、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、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、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報告に対し、ご異議、ご質問等はございませんでしょうか。 

 石井委員。 

石井委員  １１ページの地図と公図との申請の面積というか、図が違うんです。地図１１ページでは申請地が台形の形になっているんですが、１

２ページの公図では合わせた分なんです。 

小池委員  この公図の件なんですけれども、公図が２枚に分かれていまして、向かって左側の公図のところに実際は○○○○○が入り込む。ちょ

うど上に書いてありますね。○○○○○。現況、かなり複雑な形になっていまして、現地確認したところ、このような形に公図はなって
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いるけれども、現状でしてみると、左手のラインがほぼこの角に向かって直線で延びるような形で、台形を含むような形になっていると

いうことでした。 

石井委員  はい、わかりました。 

議長  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、藤城審査班長の報告を求めます。 

藤城審査班長  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１７から２０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申請人が、平成３０年５月１日付で、建売分譲住宅２４棟で許可を受け

たものでありますが、許可後に調整池について船橋市下水道河川管理課と再協議をした結果、各宅地及び道路下に浸透施設を設けること

で、調整池が不要となり、２宅地分を増やす２６棟の計画変更申請がなされたものです。 

 なお、農地面積に変更はありません。また、資力については、残高証明書で確認済みです。 

 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。 

 髙橋委員。 

髙橋委員  １９ページと２０ページに変更前と後で、２軒家が増えている。入口の調整池がなくなっているが大丈夫なのか。 
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小池委員  図面の１９ページと２０ページをあわせて見てもらいたいと思います。図面の右下のところ、２０ページのほうでは家が２軒建ってい

ます。逆に１９ページのところは、公園部分のような形のものと青い斜線になっているかと思われますけれども、この部分の調整池の面

積分の貯水量を十分道路内と各宅地で消費できることから、この遊水施設が要らなくなることになりました。基本的にそれで２棟分の住

宅が建てられるという変更の願いであります。さらに、先ほど私も言いましたけれども、必要貯留量に関して変更があったのではなく、

各宅地と道路下に増設することで吸収できるということで、今回この申請となったわけです。 

 以上です。 

議長  よろしいですか。 

  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、審査報告のとおり承認相当とすることが適当と判断される方の挙手をお願いいたします。 

 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  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２を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、興松審査班長の報告を求めます。 

興松審査班長  前回に引き続いて、計画変更承認願いなんですが、議案書５ページ、地図２１ページから２４ページです。 

 ３号議案の２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３月２４日付で、建売分譲住宅７１棟で許可を受

けたものでありますが、敷地拡張を望む購入者の意見を考慮し、２区画から１区画へ変更し、７０棟の計画変更申請がなされたものです。

計画変更申請前に基礎工事に着手していたため、始末書が添付されております。 

 なお、農地面積に変更はありません。また、資力については、残高証明書で確認済みです。 

 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  農地法第３条第２項第５号に規定する別段面積の設定について、議案第４号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、事務局から説明をお願いします。 

事務局  別段面積の設定についてご説明いたします。 

 なお、この件につきましては、先月の推進委員さんとの協議会で一応ご説明はさせていただきましたので、推進委員さんのお手元に資

料がなくて、農業委員さんのお手元に資料があると思いますので、ごらんください。推進委員さんの方は資料がなく申しわけありません

が、よろしくお願いいたします。 

 １枚目の「下限面積について」を読み上げます。農地法では、農地を取得する条件の一つとして、譲受人の許可後の耕作面積は、原則

として５０ａ以上になることという規定があります。これは耕作面積が５０ａ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。 

 しかし、平成２１年の法改正により、農業委員会が自然的経済的条件から見て営農条件がおおむね同一と認められる地域を設定し、設

定した地域ごとに５０ａより低い別段の面積を定めることができるようになりました。 

 なお、現在、船橋市では設定区域を設けず、市内全域を５０ａとしています。 

 お手元に３枚の資料が用意してあると思うんですけれども、３枚目のほうをちょっとごらんになっていただきまして、参考として、農

地法及び農地法施行規則を添付しております。下線部分がただいま説明いたしました農地法第３条第２項第５号でございます。また、設

定区域とは、農業委員会が法第３条第２項第５号の規定に基づき、別段の面積を定める区域です。 
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 では、なぜ船橋市は設定区域を設けず５０ａとしてきたかといいますと、農地法施行規則第１７条第１項第３号、これは３枚目の二重

下線部分ですけれども、中段より少し下の部分について、農地または採草放牧地を耕作または家畜の事業に供しているものの、総数がお

おむね１００分の４０を下らないように設定することと規定されているためです。 

 ちょっと戻りまして、２枚目の経営規模別農家世帯数をごらんになっていただけますでしょうか。船橋市全体の農家世帯数は１,５７

１世帯で、現在の５０ａで算出した場合、全体の４２.７８％、ちょうどこれは網かけしてあるところなんですけれども、ここで１００

分の４０を上回っておりますが、もしこれを４０ａに設定した場合、全体の３４.８８％になり、１００分の４０を下回る結果となりま

す。そのため、現在は５０ａとしています。 

 また戻って申しわけないんですけれども、３枚目の施行規則第１７条第２項、こちらにつきましては第２項で前項に規定にかかわらず

農地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等から見て、新規就農を推進するために適当と認められる面積であれば、設定できると規定

されております。第１号では、耕作の目的に供されないと見込まれる農地、その他適正な利用を図る必要がある農地が相当程度存在する

こと。第２号では、下限面積を下げて小規模農家が増えたとしても、農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じるおそれがな

い場合については、別段の面積を設定できると規定されております。 

 また戻って申しわけないんですけれども、皆さんのほうの１枚目に他市の状況、メリット・デメリットを書かせていただいたんですけ

れども、現行の５０ａと１０ａを比較した場合、農業経営、資産保有、転用、新規就農、農地の流動性、耕作放棄地について、メリット・

デメリットを列記させていただきました。 

 近隣市の状況としては、こちらに書いてあるんですけれども、鎌ヶ谷市、柏市、八千代市、一応これについては４０％を下らないとい

うことで５０に設定してあります。千葉市、流山市、市川市につきましては、こちらの３０、２０、４０内に下げたとしても、先ほどの

世帯数で勘案して４０％を下らないという他市町村の結果になっております。上記２市については、新規就農の促進、周辺農地の効率的・

総合的な利用の確保に支障を来さない等が根拠となっていることを他市から聞いております。 

 事務局の説明は以上です。 

議長  事務局説明に引き続き、前回総会にて農地利用最適化推進委員連絡協議会に別段の下限面積の設定について意見を求めることとしまし
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た。飯島農地利用最適化推進委員連絡協議会会長より報告を求めます。 

飯島会長  先日６月２１日に開催いたしました農地利用最適化推進委員連絡協議会において、推進委員に下限面積についてアンケート調査を行い

ました。過半数の人から５０ａが妥当との回答をいただきました。また、今回ちょっと問題になっていました新規就農の方々については、

基盤強化法を用いて対応していくという方法があるそうなんです。ですから、その基盤強化法で貸借を設定していけば、新規就農の妨げ

にはならないということでございます。 

 以上です。 

議長  ただいまの事務局説明及び飯島会長の報告に対して、ご意見はございませんでしょうか。 

 ただいまの事務局の説明で、船橋市においては４０％を下回らないということで、５０ａでよろしいんじゃないかという事務局の説明、

また飯島会長のほうから、そういう別段のやり方で新規就農は妨げにならないという推進委員からのご意見もございました。そういうこ

とでございますので、皆さんの意見がございませんようであれば、５０ａということで採決させていただきたいと思います。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、別段の下限面積を設けず農地法で定める５０ａを下限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。よって別段の下限面積を設定しないことと決しました。 

 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、事務局から説明をお願いします。 

事務局  ５号議案は、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についてでございます。議案書は７ページです。 

 １につきましては、南三咲に在住の申請人の母が、平成２８年１２月に死亡したことにより、生産緑地の指定を受けている南三咲の耕

作地２筆、８９０㎡について、市長に買い取り申出を行うため、証明願いが提出されました。 
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 事務局により事情聴取、従事日数等の確認及び６月２２日に現地調査を行った結果、買い取り申出事由の生じた者が、生産緑地法第１

０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。 

 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。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３０年度第３次農用地利用集積計画について、議案第６号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、事務局から説明をお願いします。 

事務局  議案第６号につきましては、平成３０年度第３次農用地利用集積計画についてでございます。議案書は８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。 

 １は金掘町の畑２筆、９６５㎡に賃借権３年５カ月、２は二和西の畑１筆、１,３４６㎡に賃借権３年５カ月、以上をそれぞれ新規に

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、ご意見は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  異議なしの声がございました。 

 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３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  相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について、議案第７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  ７号議案につきましては、「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」でございます。 

 議案書は９ページから１０ページとなります。 

 こちらは相続税納税猶予の特例適用を受け、２０年間の営農の継続により納税が免除される者について、船橋税務署長から、該当する

農地の利用状況について確認書の提出が求められたものです。 

 確認内容としましては、１つが、自ら所有し、農地として使用している。ほかには、２番として自ら農地として使用していない。３番

が、譲渡などにより、現在所有していない。この３つの中から選択して回答するものです。 

 これを受けて、６月から７月にかけて、事務局にて現地調査及び所有者への事情聴取を行いました。 

 相続人の住所、氏名、農地を相続した日と免除の予定日、該当する農地の所在、筆数及び面積につきましては、議案書のとおりとなり

ます。 

 これらの農地が適切に耕作されていることを確認いたしましたので、該当農地について「自ら農地として使用している」として回答す

ることをお諮りするものです。 

 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。 
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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、相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認につい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。 

事務局  それでは、私のほうからご報告を申し上げます。 

 報告事項（１）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１５ページに記載のとおり、

５月中に１７件の届出を受理いたしました。 

 次に、報告事項（２）でございます。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１６ページから２１ページに記載の

とおり、５月中に１９件の届出を受理いたしました。 

 以上、報告事項（１）から（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。 

 次に、報告事項（３）でございます。転用許可に伴う工事の完了報告について、議案書２２ページから２７ページに記載のとおり、２

４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、千葉県知事宛てに送付いたします。 

 次に、報告事項（４）でございます。農地の転用事実に関する照会について、議案書２８ページに記載のとおり、３件を局長専決とし

て回答いたしました。 

 報告事項（５）軽微な農地改良の届出書の受理について、議案書２９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（６）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３０ページに記載のとおり、４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。 

 次に、報告事項（７）でございます。平成２９年度、農地流動化「ワン・スリー運動」の実績についてご報告いたします。 

 議案書３１ページに記載のとおり、農用地利用集積計画による利用権設定を行った面積につきまして、新規貸し借りは約４３９ａで、
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委員１人当たり１６.３ａとなりました。県が目標とする３０ａには達しませんでしたが、引き続き農用地利用集積の推進に取り組まれ

ますよう、よろしくお願いをいたします。 

 最後に、報告事項（８）でございます。６月７日に実施いたしました本年度第１回の農地パトロールの結果につきましては、お配りい

たしました資料のとおりです。なお、違反転用案件につきましては、７月２日に土地所有者に対し事情聴取を行い、是正計画書を提出す

るように指導いたしました。 

 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 ３５分） 

 続いて、今年度の農用地利用状況調査について、事務局から説明がございます。 

事務局  ―――――――――   説明   ――――――――― 

議長  今の利用状況調査についてご質問等ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

議長  なければ、事務連絡のほうに移らせていただきます。 

事務局  ―――――――――   事務連絡   ――――――――― 

議長  次に、農政小委員長より連絡がございます。 

小委員長  ―――――――――   連絡   ――――――――― 

議長  次に、農委だより編集委員会委員長より連絡がございます。 

農委だより委員長  ―――――――――   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３時４３分第７回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 


