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平成３０年 第８回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成３０年第８回船橋市農業委員会総会を８月８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８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  それでは指名いたします。 

 ２番湯浅清春委員、７番齋藤教子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、今月２日、髙橋光一委員、菊池眞夫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４ページをごらんください。 

 １号議案の１につきましては、坪井町に在住の譲受人が、当該地を取得し、農業経営の拡大を図るものです。 
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 経営面積は約２０１ａ、農業従事者は３名で、農機具も一式保有しております。 

 １号議案の２につきましては、坪井町に在住の譲受人が、公共事業用地として自己所有農地を提供するため、当該地を取得し、農業経

営の安定を図るものです。 

 経営面積は約２０１ａ、農業従事者は３名で、農機具も一式保有しております。 

 １号議案の３につきましては、高根町に在住の譲受人が、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５４ａ、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、３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  異議なしという声がございました。 

 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４から６を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、神山審査班長の報告を求めます。 

神山審査班長  それでは、今月２日、石井俊郎委員、興松勲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から３ページ、地図５から１０ページをごらんください。 

 １号議案の４につきましては、高根町に在住の譲受人が、当該地を贈与により取得し、農業経営の増進を図るものです。 

 経営面積は約１２８ａで、農業従事者は３名で、農機具も一式保有しております。 

 １号議案の５につきましては、飯山満町に在住の譲受人が、当該地を取得し、農業経営の拡大を図るものです。 
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 経営面積は約９９ａで、農業従事者は４名で、農機具も一式保有しております。 

 １号議案の６につきましては、東町に在住の譲受人が、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５２ａで、農業従事者は１名ですが、子供が農業に従事することになっており、農機具も一式保有しております。 

 以上、３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、ご質問等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、神山審査班長の報告を求めます。 

神山審査班長  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１１から１３ページをごらんください。 

 ２号議案につきましては、車の販売及び修理等を行う近隣事業者からの要望により、申請者が車両置き場用地として整備し、当事業者

に貸し出しするものです。 

 現地は畑で、隣接地は雑種地・道路及び水路となっており、周囲はフェンスで施工し、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、隣接農地はありません。 

 資力については、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おります。 
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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種農地として判断します。 

 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報告に対し、ご異議、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  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３号の１と２を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、神山審査班長の報告を求めます。 

神山審査班長  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１４から１６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、建売

分譲住宅１０棟を建築するものです。 

 現地は畑で、隣接地は宅地・道路及び水路となっており、周囲はブロックで施工、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、下水管・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シオン
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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。 

 議案書５ページ、地図１７から１９ページをごらんください。 

 ３号議案の２につきましては、市外で、主に建築解体業を営む事業者が、既存の資材置き場が手狭なため、当該地を賃借し、資材置き

場用地として整備するものです。 

 現地は畑で、隣接地は田・水路及び道路となっており、周囲は土砂流出防止溝及び緩衝帯を設け、雨水については、転圧及び砕石敷き

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、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、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３号の３から６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２０から２２ページをごらんください。 
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 ３号議案の３につきましては、市外のアパートに居住する譲受人が、現在の住居が手狭なため、義母が所有する当該地を使用貸借し、

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、雨水はＵ字溝に接続し、既設調整池へ放流、汚

水・雑排水については、合併浄化槽を設置することから、隣接農地等への影響はないものと思われます。 

 また、隣接農地は譲渡人であり、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、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以内に千葉県立船橋東高等

学校と船橋市立高根東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６ページ、地図２３から２５ページをごらんください。 

 ３号議案の４につきましては、千葉市で、主に土木工事事業等を営む譲受人が、農地の有効活用及び作業効率の向上を図るため、当該

地を一時的に借り受け、田を畑とする農地造成を行うものです。 

 現地は田で、隣接地は水路・道路及び雑種地となっており、盛り土が区域外に流出しないよう、周囲には土砂土どめの柵板を設置、雨

水については、自然浸透することから、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。 

 なお、「船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」に基づく、特定事業許可事前協議済書が添付

されております。 

 盛り土の高さは、１ｍから１ｍ５０ｃｍ程度であり、農地造成後は地権者が耕作することを確認しております。 

 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６から７ページ、地図２６から３０ページをごらんください。 

 ３号議案の５から６につきましては、関連議案であることから一括説明させていただきます。 
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 ３号議案の５につきましては、松戸市で、主に土木建築工事を営む譲受人が、農地の有効活用及び作業効率の向上を図るため、当該地

を一時的に借り受け、田を畑とする農地造成を行うものです。 

 ３号議案の６につきましては、前議案の農地造成に伴い、当該地を一時的に借り受け、盛り土の搬入路として使用するものです。 

 現地は田及び畑で、隣接地は田・畑・水路及び道路となっており、盛り土が区域外に流出しないように、周囲にはのり面及び木柵を施

し、搬入路については鉄板敷きとし、雨水については、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。 

 なお、「船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」に基づく、特定事業許可事前協議済書が添付

されております。 

 盛り土の高さは、５０ｃｍから１ｍ２０ｃｍ程度であり、農地造成後は地権者が耕作することを確認しております。 

 資金については、譲受人及び譲渡人の利害の一致から、工事費についてはかかりません。 

 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１０ｈａ以上の第１種農地と判断しますが、市町村長からの意見書が提出されているも

については許可できる取り扱いとなっております。 

 以上、４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  議案第３号の７から２２の関連議案といたしまして、先に農地法第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４号
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を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、神山審査班長の報告を求めます。 

神山審査班長  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１２ページ、地図４１から４４ページをごらんください。 

 ４号議案につきましては、宅地建物取引業の免許を有する申請人が、平成２４年１２月２７日付で、建売分譲住宅１０棟で許可を受け

たものであります。 

 変更内容は、建売分譲住宅１０棟から５棟に変更し、残った区画をドッグラン・休憩所・駐車場用地にするものです。 

 本議案につきましては、当初計画と大幅に違う計画であり、既に５棟の住宅ができ上がっております。本来であれば、当初計画どおり

もとに戻す必要があります。しかしながら、現状の建物を撤去し当初計画に戻すこと、また既に所有権が移転されていることを鑑みると、

原状回復は厳しいものと考えられます。また、当事業者は初めての違反行為であり、今後は、申請どおりにきちんと施工する旨の始末書

を提出し、猛省しております。 

 この件につきましては、千葉県職員と事務局が現地に足を運び、幾度となく協議を重ねました。県の見解といたしましては、確実に事

業を実行させる計画であれば、計画変更申請を承認するとのことです。ドッグランの整備計画は、周囲は１.２ｍのフェンス施工、敷地

内は芝生張りとします。なお、見積額は６１８万円となっております。工事施工後は、ドッグランとしてきちんと使用していることを、

事務局に確認をするよう話してあります。 

 以上の理由により、違反案件ではありますが、さきに述べました農地復元した場合の影響等を考慮し、計画変更申請を承認することが

適当であると考えます。 

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。 

 小池委員。 

小池委員  当初と大きく変更が異なるということなんですけれども、今まで自分たちが扱ってきた案件としてはこのような事例はなかったんです

けれども、もう少し詳しくその経緯について教えていただけますでしょうか。 
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神山審査班長  それでは、事務局で対応をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

事務局  これについては当初計画が１０棟ということだったんですけれども、実際問題として、うちのほうから工事完了届を提出させるという

文書を出し、現地を確認に行ったときにこのような状態が発覚して、計画変更の指導をしたという経緯があります。先ほど神山委員さん

がおっしゃったように、今現在、１０棟の区画の中で、５棟分は建物が建っており、あと残りのところは建ってないということで、この

ような申請になりました。 

 以上です。 

齋藤委員  建物が最初１０棟だったのが５棟ということで、ただ、大きさが違っている場所が２棟ありますよね、右と左に。これは普通の住宅で

はないように思うんですけれども、それについてはどのように考えているのか教えてください。 

事務局  この５棟については、専用住宅という形での建築確認はとっております。ただし、現地を見たところによると、専用住宅ではなく、社

宅と言えないんですけれども、そのような経緯であります。 

石山委員  ドッグランというのがよくわからないんですが、犬が走り回る場所だということでいいんですか。その場合に動物が走るわけですから、

近隣に多少の影響はあろうかと思うんですけれども、既に建築して建っている人たちの承認というか、了解は十分に得ているんでしょう

か。 

事務局  今、石山委員さんの話で、ドッグランについての確認というのは、事業者のほうには今現在とっておりません。 

局長  今おっしゃっていたのは、今回の計画の中で建物を買った人の承認ということですか。 

石山委員  私どもが審査する変更ということではなくて、当初計画で認定したのと変えるわけですから、ドッグランのイメージが私にはよく湧か

ないんですけれども、そこで犬が走ったり動物が動くということで、従前の住宅として住むというのと変わるわけですから、それに対し

て既に建築して住んでいる方々が、ドッグランに変更するということについて異議申し立てするような関係にないのかどうかということ

を聞いているんです。 

事務局  今現在はこちらのほうに建物としてあるんですけれども、居住している人はいません。 

石山委員  今までの例でも、整地して駐車場にするとか家を建てるといったときに、近隣の住民の方々がどういう思いをしているか、それに事業
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者がどう対応しているかということは、常に一つの話題としてここで話されたり、また審査する方々もそれを気をつけてやっていると思

うんです。ましてや、今回の場合は事業変更ですので、その場合に先ほど申し上げたように、ドッグランという場所が住民にとってどう

いう影響を与えるかどうか、私には定かにはよく認識できないんですけれども、少なくとも影響のある可能性があるんですから、事業者

としてはそこに住んでいる方々に、こういうふうに変更しますから、ご了解くださいぐらいはあってしかるべきかなと考えて質問させて

もらったんです。 

局長  このドッグランは、今回ここで販売される建物に住む人が飼っている犬のためのドッグランという話で聞いております。 

石山委員  ということは、この５棟については全て犬を持っている方々ということになるわけですか。 

局長  実際に持つかどうかは別にして、その人たちが利用できるドッグランと。 

石山委員  ちょっとよくわからない。この人たちだけが利用できるということですか、それとも外の人も利用できるということですか。 

局長  居住者用のドッグランということです。 

石山委員  ああ、そうですか。それでは問題ないですね。はい、わかりました。 

齋藤委員  先ほど説明を受けましたけれども、ただ、このドッグランの隣にある面積は４９９.７９平米で、これは建売分譲住宅としての取り扱

いになっているのかどうかとても疑問に思うんですけど。 

事務局  この４９９.７９平米、敷地は５００平米がいっぱいですので、宅地課のほうの１６５平米ということであれば、その面積以上になり

ますので、あとはこの建物に対する敷地面積ということで、２２分の１００というのがあるんですけれども、それをクリアしていれば問

題はありません。 

齋藤委員  問題ないんですね。はい、そうですか。 

議長  今、齋藤委員の言っているのは、これは建売分譲と言えるのかどうかという質問ですよね。宅地課が許可しているとかいう問題じゃな

く、農地法的にこれは建売分譲住宅なのか、任意の造成販売なのかということを聞いていると思うんです。今、形状としてメインがそう

いう形で、今は居住している人がいないということは、買うという方がいらっしゃっても建売という形式はとっていますよね。ですから、

ちょっとこれは大きいんじゃないかと言われても、形式はとっていますので、例えば建てるメインの方が違う会社の人だったりとか、そ
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れだとまた土地転がしみたいになっちゃうんですけど。 

局長  建物の形状的にいっても、大きいんですけれども、玄関は１個なんです。中で部屋が幾つか分かれてはいますけれども、玄関を入って

中の部屋が幾つか分かれているということであって、一戸建ては一戸建ての形状になっています。 

齋藤委員  ああ、そうですか。 

事務局  今、齋藤教子委員さんのほうから、建築面積の話を先ほどさせていただいたんですけれども、それはちょっと違う話だとは思うんです

けれども、事務指針の中では建築面積の２２分の１００以内の面積の建物という一つの条件がありまして、そのほかに上限をおおむね５

００平方メートルまでということがありますので、一応この条件の中ではクリアしているということになります。 

 以上です。 

議長  他に質問等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、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。 

 賛成多数であります。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条許可申請について、議案第３号の７から２２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、審査班としての所見を申し上げます。 

 議案書７から１１ページ、地図３１から４０ページをごらんください。 

 ３号議案の７から２２につきましては、関連議案でありますので、一括説明させていただきます。 

 ３号議案の７から１７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３６棟を建築するものです。 
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 ３号議案の１８から２２につきましては、前議案の開発行為に伴い、排水施設が開発区域に確保できないため、当該地を使用貸借し、

排水管を埋設して、排水施設用地として区域外整備するものです。 

 なお、埋設後は農地に復元する一時転用申請です。 

 また、排水管は帰属後、市で管理し、地役権の設定については工事完了後となります。 

 現地は畑で、隣接地は畑・宅地及び道路等となっており、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抑制施設を設置し、

汚水・雑排水については、合併浄化槽を設置し、それぞれ高根川に放流することから、被害発生のおそれはないものと思われます。 

 また、隣接農地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います。 

 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、第４号議案で承認を得ましたので、現在、違反行為はありませ

ん。 

 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、１６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  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  農地法に基づく許可を要しない土地の証明願いについて、議案第５号を上程いたします。 
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議長  本議案につきまして、事務局から説明願います。 

事務局  ５号議案につきましては、農地法に基づく許可を要しない土地の証明願いでございます。 

 議案書１３ページ、地図４５から４６ページをごらんください。 

 ５号議案につきましては、八木ヶ谷５丁目の畑で、面積は４７７㎡であります。当該地は、平成４年に住宅を新築し、宅地の一部とし

て利用し、現在に至っております。２０年以上宅地であった旨の証明としては、平成８年３月６日撮影の航空写真が添付されております。 

 以上、本議案につきましては、農地法の許可を要しない土地と思われます。 

 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  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、農地法の許可を要しない土地と判断する方の挙手を求めます。 

 全員一致であります。よって許可は要しないと決しました。 

 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、事務局から説明願います。 

事務局  議案第６号は、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１４ページです。 

 １につきましては、丸山に在住の申請人の父が、平成２８年７月に死亡したことにより、耕作地６筆、１万６８６㎡のうち、生産緑地

の指定を受けている丸山の畑４筆の８,８１８㎡のうち１筆、３,４６７㎡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。 

 本件につきましては、平成２９年４月総会にて、今回の申請と同じ理由で証明を行っておりますが、対象となる農地を追加するものと
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して、再度、申請があったものです。 

 事情を聴取したところ、申請人は相続税の納付に当たり借り入れを行いましたが、今回、借入金を返済するため、追加して生産緑地を

解除する必要が生じていること、また兄弟間で遺産分割のやり直しも行われ、資金が必要となっているとの説明がありました。 

 ８月１日に現地調査を行った結果、当地は農地として管理されていることを確認しました。 

 以上のことから、買い取り申出事由の生じた者を生産緑地法第１０条の規定による農業の主たる従事者であるものとして、今回新たに

１筆追加して証明することについてお諮りするものです。 

 ２につきましては、上山町に在住の申請人の母が、平成２９年１０月に死亡したことにより、耕作地９筆、２,２７４㎡のうち、生産

緑地の指定を受けている上山町の畑８筆、２,１３１㎡のうち、５筆、３２８㎡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。 

 事務局により事情聴取、従事日数等の確認及び８月１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。 

 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、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４次農用地利用集積計画について、議案第７号の１と２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７号につきましては、平成３０年度第４次農用地利用集積計画についてでございます。議案書は１５ページです。 
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 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は神保町の畑１筆、１,９８３㎡に賃借権３年４カ月、２は神保町の畑１筆、１,６２３㎡に賃借権６年４カ月を、それぞれ新規に設

定するものです。 

 事務局において、借り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、平成３０年度第４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３０年度第４次農用地利用集積計画について、議案第７号の３を上程いたします。 

議長  本議案の審議に入る前に、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、藤城委員の退席を求めます。 

  ―――――――――   藤城委員退席   ――――――――― 

議長  それでは、本議案につきまして、事務局から説明を願います。 

事務局  議案書は１５ページです。 

 ７号議案の３は、高根町の畑４筆、２,４０９.１７㎡に賃借権３年４カ月を新規に設定するものです。 

 事務局において、借り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
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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、ご意見はございませんか。 

  （「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、平成３０年度第４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。 

 藤城委員、入室お願いします。 

  ―――――――――   藤城委員入室   ――――――――― 

議長  局長。 

局長  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、議案第８号を上程いたします。 

議長  本議案につきましては、平成３０年第５回総会において、農政小委員会に付託した案件でございます。小池農政小委員長の報告を求め

ます。 

小委員長  本件につきましては、まず６月６日に農政小委員会を開催し、農地等利用最適化推進委員に意見を求めることにしました。また、関係

団体に、文書での意見照会を行いました。続いて、６月２１日、農地等利用最適化推進連絡協議会にて、推進委員により検討が行われま

した。その後、７月６日に推進委員と農政小委員で合同会議を開催し素案を検討し、本日総会前、農政小委員会において意見書の案を取

りまとめました。この意見書の案をお手元に今お配りしていますので、ごらんください。 

 その内容について、事務局より説明をお願いいたします。 

事務局  それでは、農政小委員会において取りまとめいただいた案の説明をいたします。 

 １枚目は表紙となりますので、めくっていただいて、２枚目がかがみ文の形となっております。こちらは昨年定めていただいた農地等

利用最適化の指針をもとにつくっております。 
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 平成３１年度、船橋市農地等利用最適化推進施策に関する意見。本市は、都市近郊という立地条件を生かし、市内各地域で多様かつ独

自性の高い農業経営が発展し、高品質な農産物を供給する、調和のとれた生産性の高い都市農業が営まれております。また、都市農地は

住民に豊かな緑と潤いのある空間を提供し、自然環境の保全、防災、教育、福祉等多面的な機能を担っています。 

 一方で、経済情勢の変化等のさまざまな要因もあり、農業後継者の不足や担い手の高齢化、これに伴う耕作放棄地の増加、また住宅等

の開発による営農環境の悪化等の問題が発生しております。こうした問題への対応として、農業委員会では、農地利用状況調査、利用意

向調査を中心とした耕作放棄地の解消と発生防止、農地を確実な借り手につなげる利用集積、新規参入の促進等により、本市の農業の維

持発展を図るため、農地等の利用の最適化を推進しております。 

 つきましては、平成３１年度の市政運営におかれましても、各種農業施策の推進に努めるようお願いしますとともに、農地等利用最適

化推進施策に関する意見を十分ご検討の上、行政施策、並びに予算措置等を実現されますよう、農業委員会等に関する法律第３８条第１

項により検討いたしますとしております。 

 続いて、各項目を３ページ目から申し上げます。 

 １番、農業委員会では、農地の利用状況調査や耕作放棄地所有者への意向調査、働きかけ等、農業委員、農地等利用最適化推進委員が

一体となって耕作放棄地対策に取り組んでおります。市におかれましても、耕作放棄地を活用した事業の検討や、担い手が行う取り組み

への支援等、積極的に施策を推進されますようお願いいたしますとなっております。 

 ２番、農作物の価格低迷や肥料及び農薬等の値上げ等による農業所得の減少により、農業経営が難しい時代となっております。また、

農業所得が低いことは後継者不足にもつながり、ひいては耕作放棄地発生の原因となるものと考えられます。つきましては、今後の農業

経営の安定化並びに後継者及び新規就農支援等の施策の拡充に積極的に取り組まれますようお願いいたします。 

 加えて、本市では、農地周辺の宅地化が顕著になっている地域もあり、農業を行うに当たり、周辺住民とトラブルとなるケースが見受

けられます。都市型農業として住宅地との調和を図るため、農地周辺の開発に当たっては、開発事業者等へ購入者に対する周辺環境に関

する十分な説明を行うよう指導をお願いいたしますとなっております。 

 ３番、学校における農業体験は、子供たちにとって農業や食の大切さを学ぶとともに、地元船橋市への郷土愛を醸成する貴重な機会と
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なっております。このような取り組みの一つとしての学童農園に対し、これまで農業委員会も積極的に協力をしてまいりました。近年、

学校を取り巻く環境が変化し、農業体験の実施にはさまざまな課題も発生しておりますが、今後も各学校においては学童農園という枠組

みにとらわれず、農業を通した取り組みを積極的に行っていただき、子供たちの農に対する理解を深めていただきますようお願いいたし

ます。 

 また、学校給食の食材に船橋産の農作物や畜産物がより多く使用されるよう引き続き取り組まれますよう、あわせてお願いいたします

としました。 

 続いて、最後のページになります。４、都市農業振興基本法において、国及び地方公共団体は、都市農業の振興、農地の保全において

必要な施策を講じることと規定されており、同法第８条では、政府は都市農業の振興に関する施策を実施するため、必要な法制上、財政

上、税制上または金融上の措置、その他の措置を講じなければならないと規定されております。この規定を踏まえて、農地への固定資産

税等の課税や相続税納税猶予制度につきましては、安定した農業経営が可能となるよう、国や関係機関への働きかけを行うこと等につい

てご検討をお願いしますとなっております。 

 続いて５番です。このたび都市農地の貸借の円滑化に関する法律が設置、同法施行後は、期間を明らかにした上で、生産緑地を農地と

して貸借することが可能となります。つきましては、同法に係る業務が円滑に遂行されますよう、農業委員会と連携して積極的な周知を

お願いいたしますとなっております。 

 ６番、平成３２年７月には農業委員の改選が予定されております。これまで農業委員は、各地域の代表として地域の農地、農業の実情

を熟知していることを生かして、農業委員会の業務を円滑に遂行してまいりました。平成３１年度から委員改選の準備が始まると思われ

ますが、農業委員会がその役割を十分に発揮するため、委員の選任に当たっては、これまでの経緯を踏まえた改選が行われますようお願

いいたしますとなっております。 

 以上となります。 

小委員長  報告は以上です。よろしくお願いいたします。 

議長  ただいまの報告に対して、ご意見はございませんでしょうか。よろしいですか。 
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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３１年度船橋市農業施策に関する意見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。よって本案を意見とすることに決しました。 

 この意見書につきましては、後日、直接市長にお渡しする予定でございます。 

 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。 

 まず、報告事項（１）でございます。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１７ページに記載のとおり、６

月中に２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４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２１ページに記載の

とおり、６月中に１３件の届出を受理いたしました。 

 報告事項（３）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２２ページから２９ページに記載のとおり、６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。 

 次に、報告事項（４）でございます。農地法第１８条第６項の規定に係る合意解約について、議案書３０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（５）転用許可に伴う工事完了報告について、議案書３１ページから３４ページに記載のとおり、１３件の報告書の提出があ

りました。事務局で見地調査をし、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。 

 報告事項（６）農地転用許可後の工事進捗状況報告について、議案書３５ページに記載のとおり、１件の報告書の提出がありました。 

 最後、報告事項（７）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３６ページに記載のとおり、１件を局長専決とし
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て回答いたしました。 

 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 ５２分） 

 次に、事務連絡がございます 

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３時５５分第８回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


