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平成３０年 第９回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成３０年第９回船橋市農業委員会総会を９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９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。 

 １番小池正一委員と、８番興松勲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条許可申請に関する議案第１号、及び関連議案でございます農地法第５条許可申請に関する議案第２号の１から９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、齋藤委員の退席を求めます。 

  ―――――――――   齋藤委員退席   ――――――――― 

議長  それでは、本議案につきまして、土橋審査班長の報告を求めます。 
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土橋審査班長  それでは、今月３日、藤城孝義委員、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。 

 １号議案の１から３及び２号議案の１から９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。 

 １号議案の１から３については、議案書２ページ、地図１から２ページをごらんください。 

 １号議案の１から３につきましては、坪井町に在住の譲受人が、開発により残ってしまった当該地を隣接農家の譲受人が取得するもの

です。 

 経営面積は約８７ａ、農業従事者は５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、許可すべきものと思われ

ます。 

 次に、関連議案である２号議案について説明いたします。 

 ２号議案の１から８については議案書３から４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から８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４３棟を建築するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑・田・山林及び道路となっており、周囲はブロックで施工、雨水は新設貯水池で抑制後、新設雑排水管及び既

設排水管を入れかえて放流し、汚水・雑排水については、各戸に合併浄化槽を設置し、新設雑排水管へ接続放流することから、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、船橋日大前駅の周囲の半径５００ｍ以内の宅地化率が４０％を超えており、半径１ｋｍを超えない

範囲に延長しても宅地化率が４０％を超えているので、第２種農地と判断します。 

 議案書５ページ、地図３から４及び６ページをごらんください。 
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 ２号議案の９につきましては、２号議案の１から８で説明した建売分譲住宅の開発に伴い、調整池用地で生じた残地部分を開発事業者

が緑地用地として申請・管理するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑及び道路となっており、整地をして芝を張り、緑地とするものです。雨水については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、申請地が、船橋日大前駅の周囲の半径５００ｍ以内の宅地化率が４０％を超えており、半径１ｋｍを超えない

範囲に延長しても宅地化率が４０％を超えているので、第２種農地と判断します。 

 以上、９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、ご異議またはご質問等ございませんでしょうか。 

 小池委員。 

小池委員  地図の２ページのほうなんですけれども。①のところで、多分これは農道に使えるように確保していると思うんですが、地権者のとこ

ろの、次の細くなっている○○○○○という細い道のような畑があるんですけれども、そこの形で、ここで言うと、○○さんへの出入り

については問題なく行えるのでしょうか。 

土橋審査班長  これは譲受人がこちらの畑に行くのに通るというか、道路を使うので、これはあります。真ん中が欠けているところへ開発の道路が入

りますから、これで通れるわけですね。 

小池委員  いいですか。今回のこの案件では〇○○○さんになるのかな。 

土橋審査班長  そうですね。 

小池委員  ○○さんの出入りというのはすごくよく見えて、それを確保するために多分このようなことになったと思うんですけれども、全体の部

分がわからないんで、その下の○○○○○の畑が○○さんのものではないので、○○さんのところはどうなのかなと。どこから入れるの

かなと。 

土橋審査班長  ○○○？ 
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小池委員  うん。 

髙橋委員  ○○○。 

小池委員  そうそう。○○○に入るのはどれになるのかなと。道路からそのまま接続しているのかなという。 

土橋審査班長  事務局、それ、○○○。 

小池委員  お願いします。 

議長  どうぞ。 

事務局  今、小池委員さんの質問で、○○○、○○○○○○さんですよね。 

小池委員  はい。 

事務局  この土地にということだと思うんですけれども、この上の○○○、あと、ちょっと上が切れているんですけれども、○○○○○という

のがあるんですけど、１枚目の地図を見ていただきますと、上のほうに道路がありますので、そちらから耕作はできるような形です。 

小池委員  全て道路に接している土地ということになるわけですね。 

事務局  そうです。 

土橋審査班長  ○○○だけが○○さんじゃなくて、続いて持っているということです。 

小池委員  ずっと上まで行っちゃうということですね。わかりました。 

議長  ほかにご質問等ございませんでしょうか。 

興松委員  ちょっと教えてもらいたいんだけど、これは○○○○さんの場合は、調整区域、調整区域で買ったり売ったりは、事業用資産の買いか

え特例は受けられるの？ 税金。市街化区域と調整区域である場合、事業用資産の買いかえで税務処理できるんだけど、調整区域と調整

区域で資産の交換はできるのかね。 

小川委員  ○○○○さんはできないと言っていたね。 

議長  事務局、税務上のことなんですが、私も１回違うことで調べたことがあるんですけれども、たしか税務署では同じ金額、例えば同じ規

模であれば……。 
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興松委員  等価等積ですか。 

議長  許可になるという話は聞いたことはあります。それで、あまりにもこうなっていると許可にならないみたいな話は聞いたことあるんで

す。私もただ、それは税務署に確認したわけじゃないので、詳しいことはわからないんですけれども、そのあたり事務局、何か情報等ご

ざいますか。 

事務局  そこまでは確認していないです。 

興松委員  ○○さんも〇○○○さんのやつを隣接地だからといって取得して、なおかつ逆に今度は転用で、大きい面積を譲渡するわけでしょう。

だから、農地、農地だろうから。 

議長  そこまで審査班として聞いていないんですけれども、結局、税務上の優遇措置があるかどうかというのは、実際……。 

  だから、税金を、○○さんが売って買って、両方払うのであれば全然問題ないわけです。ただ、それが特例を受けられるか受けられな

いかというのは、その人の個人の自由というか、私は税金を払うからいいんだよと言えばそれまでの話で、そこまで審査班が聞いたかど

うかは。 

土橋審査班長  いや、そこまでは聞きませんでした。 

局長  事務局も確認しておりません。 

石山委員  いや、まさにこれは税務署の判断なんですよね。 

議長  そうです。 

石山委員  だから、税務署が許容範囲であればオーケーを出して税の優遇は受けられますけど、税務署が出さなければ、結局これだというのがク

リアに見えないんですね、交換については。税務署の個別判断というのは非常に読みづらいんですよね。 

興松委員  担当でも違うしね。 

石山委員  そうなんですよ。だから、これを○○さんが税の優遇を受けようと思う場合には、かなり難航するんじゃないかなと。農業委員とは直

接関係はないんですけど、でも、非常にシビアな話だと思いますので、本人にとっては。 

議長  それはあくまでも農地法の審査の場で、税務署の審査は結局通らなかったら税金を払いますよということでしょうから、それは○○さ
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んと税務署の。ただ、事前にもう既にやっているはずですよ。 

土橋審査班長  そうですよね。 

議長  いろいろ私も調べたことがあるんですけど、調整と調整でも買いかえ特例がきくという例があるんですよね。農業を事業用資産の買い

かえということで、会社的な感覚で、いろんな何かあるらしいんですけど、なかなかそれをうんと税務署が言わないという。 

石山委員  それはそうですよ。税務署が取る金が減るんですから、なかなかうんとは言わないです。 

議長  そういう抜け道は何本かあるみたいなんですよ。等価であったらいいよみたいなやつが何本かあるらしいんですけど、それが持ってい

るかどうかというのは、○○さんと税務署のお話で、農地法の判断とは別の話かと思います。よろしいですか、興松さん。 

  では、ほか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  それでは採決いたします。 

 議案第１号の１から３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。 

 次に、議案第２号の１から９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。 

 齋藤委員の入室をお願いいたします。 

 ―――――――――   齋藤委員入室   ――――――――― 

議長  局長。 

局長  農地法第５条許可申請について、議案第２号の１０を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、土橋審査班長の報告を求めます。 

土橋審査班長  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７から９ページをごらんください。 
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 ２号議案の１０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５棟を建築するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑・宅地及び道路となっており、周囲はブロックで施工、雨水は宅地内に貯留浸透施設を設置後、既設排水管に

接続放流し、汚水・雑排水については、宅地内に合併浄化槽を設置し、既設排水管へ接続放流することから、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。なお、隣接農地所有者は譲渡人であり、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。 

 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以内に船橋市立八木が谷小

学校と船橋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。 

 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２号の１１から１４を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、齋藤審査班長の報告を求めます。 

齋藤審査班長  それでは、今月３日、湯浅清春委員、小川晃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５ページ、地図１０から１２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、関連議案ですので、一括して説明いたします。 

 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１４棟を建築するもので

す。 

 現地は田で、隣接地は田・雑種地及び水路となっており、周囲はブロックで施工、雨水は貯留施設により抑制後、新設排水管に接続し、

汚水・雑排水については、合併浄化槽により処理後、新設排水管に接続し、それぞれ北谷津川へ接続放流することから、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６ページ、地図１０から１１及び１３ページをごらんください。 

 ３号議案の１３につきましては、市内で不動産業を営む譲受人が、既存の資材置き場が使い勝手が悪く手狭になっており、市内に自社

の資材置き場がないことから、当該地を取得し、資材置き場用地として整備するものです。 

 現地は田で、隣接地は田及び雑種地となっており、周囲はブロック及びフェンスで施工、申請地内は砕石敷きとし、雨水は自然浸透す

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。 

 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。 

 議案書６ページ、地図１４から１７ページをごらんください。 
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 ２号議案の１４につきましては、船橋市が当該地を賃借し、既存の防火水槽を撤去するための公共工事作業ヤードとして、一時的に転

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、隣接農地所有者は譲渡人であり、資力については、船橋市議会において平成３０年度予算で議決されていることを確認済みです。

なお、農地復元誓約書及び作付誓約書が添付されております。 

 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、４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  農地法第５条許可申請に関する議案第２号の１５、及び農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請に関する議案第３号の１

を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、齋藤審査班長の報告を求めます。 

齋藤審査班長  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から７ページ、地図１８から２０ページをごらんください。 
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 ２号議案の１５及び３号議案の１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。 

 ２号議案の１５につきましては、市内で建設業を営む譲受人が、現在使用している資材置き場が手狭なため、当該地を取得し、資材置

き場及び駐車場用地として整備するものです。 

 現地は田で、隣接地は田及び水路となっており、周囲は土どめで施工し、砕石敷きにて自然浸透処理することから、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。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。 

 また、３号議案の１については、平成３０年３月２６日付で資材置き場及び駐車場用地で許可を受けたものでありますが、許可後に計

画を見直し、今回の２号議案の１５と一体で資材置き場及び駐車場用地として整備するものです。 

 以上、２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、ご異議はございませんでしょうか。 

 小池委員。 

小池委員  ちょっと確認したいんですけれども、これは変更で上がってきているんですけれども、前段の開発の道路を挟んで反対側のところにも

同じようなことをするという申請なんでしょうか。変更ということですよね。 

齋藤審査班長  はい。変更です。 

小池委員  許可後の変更ということなんだけれども、現状、許可されているのは、ちょうど１８ページの地図のところの１、２について申請が上

がっているけれども、その上に点線になっている部分があれなんですか。○○○○○○○○○と書いてある、これがそもそもの申請地で、

それに加えて１、２が入るということなのか、それとも１、２の内容が変わるということなんですか。 

議長  審査班長。 
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齋藤審査班長  上にある点線はもう既に資材置き場用地として完了して、もう使われている場所です。今回、申請地は、２のほうが本来申請されてい

たんですね。 

小池委員  ２のほうが本来申請された。 

齋藤審査班長  はい。それで１を追加して申請するということで。 

  ２０ページに計画変更前と計画変更後が書いてありますので、事業計画平面図、左が変更前で、変更後が１と２を一体化して、資材置

き場と駐車場にということになります。 

小池委員  ○○○○が追加されたということでいいんですね。 

齋藤審査班長  そうです。 

小池委員  わかりました。 

議長  ほかに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条許可申請に関する議案第２号の１６、及び農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請に関する議案第３号の２

を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、齋藤審査班長の報告を求めます。 

齋藤審査班長  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から７ページ、地図２１から２５ページをごらんください。 

 ２号議案の１６及び３号議案の２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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 ２号議案の１６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、田、道路及び水路となっており、周囲はコンクリートブロック及びコンクリート擁壁で施工、雨水につい

ては貯留槽を設置し、新設排水管に接続し、汚水・雑排水については、合併浄化槽を設置し、排水管に接続放流することから、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、残高証明書及び融資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。 

 また、３号議案の２につきましては、平成２９年８月２日付で建売分譲住宅用地として転用許可を受けた隣接地を新たに開発するため

に道路形状の変更を行うものです。また、道路形状の変更に伴い、１宅地部分の面積が変更になるものです。 

 以上、２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、ご質問等ございませんでしょうか。 

 興松委員。 

興松委員  事務局、最近、計画変更が多いんだよね。事前に取得して、後々時期が来たら隣接地追加でという、要するにそういった思惑絡みの申

請というのは、そういう形跡はないのかね。 

議長  事務局。 

事務局  今のご質問なんですけど、今回のこのケースに限って言わせていただければ、地図の２２ページのところをごらんになっていただいて、

当初、この計画で道路の部分が途中まで来ていたもので決まったんですけれども、その後、今回の○○○と○○○の地主さんのほうから

こちらを売っても構わないと、代理人からその話を聞いておりまして、そのために道路をつけて、こちらの土地を開発するということを
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聞いております。ですから、当初からそういう計画が決まっていたわけではなくて、その後、地主さんのほうが売ってもいいよという話

で、今回のこの計画変更になったという経緯は聞いています。 

興松委員  そしたら、その地主さんは、当初には○○○○○○○のほうからは話がなかったということ？ 

事務局  その辺についてはあれなんですけれども、当初こちらの計画をやるときには、今回の○○○と○○○の地主さんのほうは売らないとい

う形であったことを聞いております。 

興松委員  いずれにしてもそうした計画変更が、結論的には事業者のほうが有利な内容になっていくんだよね。その辺の疑問ですね。率直にそう

感じたということでただしただけで、賛否については異論はないということで。 

議長  今、興松委員が業者のほうに有利になって、結局、業者が計画変更するのは、自分に有利だから計画の変更をお願いするわけで、計画

変更すれば、大体事業者に有利になるものだと思います。 

湯浅委員  すいません、興松さん。参考までに現地を見た流れで言いますけど、この申請の２がありますね。この下の赤い線と隣の土地が１メー

ターぐらいの隔たりがあるんですよ。だから、これを……。 

齋藤審査班長  高さとかね、違いです。 

湯浅委員  道路をつくるに当たっても、不動産関係では随分盛らなきゃいけないので、要するに、全事業と今度の申請地になっているので、現地

を見る限りでは、じゃあ私も売りますと後でなったので、そういうことはないと思いますよね。 

小川委員  １メーターぐらいはこう。 

湯浅委員  差があるんですよ。 

小池委員  ちょっと追加で教えてほしいことがあるんですけど。 

議長  はい。 

小池委員  ２２ページを見て教えてほしいんですけれども、計画変更前、計画変更後ということであるんですが、計画変更後の点線で囲まれてい

る部分というのがもとの部分の開発ということでいいんですか。 

齋藤審査班長  はい。 
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小池委員  で、これはどの程度でき上がっちゃっている……。 

湯浅委員  ほとんどでき上がっています。 

小池委員  でき上がっている。で、この下の部分というのが、今回申請に上がったものがくっつくという形で。 

齋藤審査班長  はい。 

小池委員  で、最初の、それがそうなってくると、今度２３ページの部分の位置づけが変わるというのは、本来、これ最初の計画としては、公衆

用道路をそのまま上にあるものにくっつけちゃう予定だったものを新しく別のところにつくるという形に。 

湯浅委員  そのままつなげるんです。 

  ２２ページの公衆用道路がありますね。これがもっと延びるということです。で、その段差が１メーターぐらいあるので、かなり盛土

しないと、道路の高さが合わなくなるので。 

小池委員  そのためにこういうことになったということですね。 

湯浅委員  うん。その変更ですね。それで、一部、２４ページの道路が延びますので。 

小川委員  ナンバー９。 

湯浅委員  ９の面積が後ろ、次のページを見てもらうとわかるけど、減るようになっています。 

小池委員  はい、わかりました。 

議長  これでよろしいですか。 

小池委員  はい。 

議長  ほかにご質問等ございませんでしょうか。 

髙橋委員  この２２ページの申請地の２というのは、計画の変更ですよね。道路が延びるので、変更ということですよね。 

湯浅委員  そうそう。ここの２というところは、まだ開発がされていない。 

小川委員  ここはもう最初に開発したところを下に延びているので。 

湯浅委員  だから、２はまだ更地です。 
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髙橋委員  １を新しく建ったら、この２をそのまま使ってということですね。 

湯浅委員  そうそう。 

小川委員  ２以外は全部もう建っています。２だけが更地です。 

興松委員  湯浅さん、私の言いたかったのは、先に許可をもらったやつがあったでしょう。それから、計画変更でしょう。計画変更した追加分で

しょう。そうすると、最初から追加分のやつも事業者のほうは計画の中に入っていて、たまたま前段の分だけを許可もらってやったと。

そうしたところ、隣のやつ、段差ができちゃったと。１メーターも違っちゃったということだから、普通の田んぼであれば平たんであっ

たんだろうけど、それは現場を見ていないから、従前の地形というのは承知していないけど、仮に許可後に許可内容に沿って造成したと

ころで、隣地に段差ができて、その隣地の人がこのまま置いといてもしようがないから買ってもらおうよということであるとすると、事

業者は後々近いうちに隣接地も拡張できるだろうと。今、了解をもらったところだからやっちゃおうよと、そういう傾向はないのかとい

うことで事務局に聞いたの。そういうことはありませんということだった。 

石山委員  いや、あるでしょう。 

  申請地だけが建物建てていないんだから、最初から計画的としか思えない。だけど、それは確認はとれないんですよね。 

局長  我々としてみれば、それを突き詰めて追及して確認するということはできなので、そういうことがあり得るかもしれないけれど、話を

聞いた中では、向こうでは……。 

湯浅委員  この１の先も宅地に今なっていますけれども、ここももう既に、どこの不動産屋か知りませんけど、開発が始まっているんですよ。１

の下の宅地って書いてありますね。そこももう既に開発が始まっています。 

議長  宅地だからね。もう既になってるね。 

齋藤審査班長  いいですか。審査した側として発言します。 

 今のご質問ですね、そういう質問も審査の段階でこちらのほうでさせていただきました。で、もとの地図を見ますと、この道路部分も

含めて１７３平米ということで、これなるわけですよ、後の追加がなければ。だから、これを追加で入れるつもりで、これ道路部分とし

てとっておいたんじゃないですかと質問しました。 
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石山委員  そう思えるもんね。 

齋藤審査班長  思えます。それだから、そうしましたら、もしそういうことになれば、そうするけれども、ならずにこちらの隣の方が売ると言わなけ

れば、もうこのまま家を建てて、この敷地にこの部分がくっつくということでやるつもりで、そのつもりでいましたと。だから、どっち

とも考えてたという話ではしていました。 

石山委員  まあ、そうですよね。だって、そうじゃないと、ここに空き地なんかつくる必要ないもん。 

齋藤審査班長  そうですね。だから、この空き地部分は、この１７３.６平米のこっちに、ナンバー９のほうに敷地としてくっつけてということでし

た。 

興松委員  いずれにしても、班長さんさ、開発されると田地がだんだんだんだん条件が悪くなっていくんだよ、ここは押し並べて、各地で、うん。 

齋藤審査班長  それで、隣の家で売るということになったのかもしれません。ですから、それによって、この道路部分が道路になったので、面積が足

らなくなるので、９番の部分を拡張して、宅地１つの面積が変わりましたという案件です。 

石山委員  ビジネスの裏技みたいなので、なかなか我々なんかに読めないんですけれども、ただ、開発するのは、必ず幾つかの要素を携えながら

やるはずですから、その中の１つかなというふうには思えるけれども、先ほど事務局長が言ったように、だからといって、あれだけの対

応しかできないなという感じがありますよね。要は、こうやって話をすれば、これからこういう同じようなケースが出れば、またそうか

というようなことでいろいろチェックポイントも増えるので。いい話だとは思いますけど。 

髙橋委員  今日ももう、この同じ隣で道路側のほうも今、許可やったばっかりだし、隣、ここ全部ほとんど住宅で。 

齋藤審査班長  住宅地ですね。 

小川委員  だから、両方から挟まれちゃってて。 

髙橋委員  前と後ろから攻められちゃったから、もうそこだけしか残っていなくなっちゃうから、もう売りますって。 

小川委員  で、地主は売ろうという気になったのかもしれない。 

髙橋委員  ねえ。川のほうしか出口が残っていないから。 

石山委員  まあ、農業者は土地開発には無知ですからね。やっぱり彼らのような計画にはとても対抗はできないけれども、しかし、あまりいい感
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じはしないですね。 

興松委員  最近やたらと計画変更も多いから、ちょっと。 

石山委員  そういうことですね。 

議長  ほかにご質問等ございませんでしょうか。 

 （「なし」の声あり） 

議長  なければ、採決いたします。 

 本件につきまして、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  生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について、議案第４号を上程いたします。 

議長  本件につきまして、事務局から説明を願います。 

事務局  議案第４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についてでございます。議案書は８ページです。 

 １につきましては、西船及び東京都渋谷区に在住の申請人の叔父が、平成２９年１０月に死亡したことにより、耕作地３筆、２,６９

４㎡の内、生産緑地の指定を受けている西船の畑３筆２,６９４㎡について、市長に買取り申し出を行うため、証明願が提出されました。 

 事務局により事情聴取を行い、市川市農業委員会発行の農業経営状況証明等による従事日数等の確認、及び８月２８日に現地調査を行

った結果、買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。 

 ２につきましては、宮本に在住の申請人が、生産緑地法第１０条の規定による「農業に従事することを不可能にさせる故障」が生じた

ことにより、耕作地２筆、２,８３５㎡の内、生産緑地の指定を受けている、大穴北所在の畑１筆１,９０７㎡について、市長に買取り申

出を行うにあたり、証明願が提出されました。 

 事務局にて事情聴取、農地台帳から従事日数等の確認、また、８月２８日に現地調査を行った結果、買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。 
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 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  ちょっとお聞きしていいですか。 

議長  どうぞ。 

石山委員  身体故障というのはどの程度のレベル、基準になるんですか。 

小川委員  私、この本人を知っているので、うちのおやじと年が一緒なので、○○歳です。前は軽トラックで畑に一生懸命行ってたんだけど、最

近はもうトラックも運転しないし、畑も全然……。 

議長  すいません、石山委員の質問は、この個人じゃなく、どの程度の身体故障かという故障を。 

石山委員  その基準がなかなか難しいのかなというふうに。 

議長  そうそう。その基準のことのご質問ですよね。 

石山委員  そうです。 

議長  だめか悪いかではなくというところで、その身体故障のことについて、事務局のほうは。 

事務局  はい。１つは、国の規定のほうで示されているものに関しましては、介護認定や、障害の基準でいいますと一番重いものが挙げられて

おりまして、そのほかには医師の診断により農業に従事することが不可能であるという形で市町村長が認めたものという規定があります

ので、一般的に最後に申し上げた市町村長の認定による身体故障については、具体的な明確な基準というものはないと都市計画課のほう

から聞いているんですけれども、具体的な病名とかを挙げた形でそういう故障認定の申請を受けつけて、それで農業に従事することが本

当に不可能なのかどうかということを判断するように聞いております。 

 以上です。 

議長  ほか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。 
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 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  はい。平成３０年度第５次農用地利用集積計画について、議案第５号を上程します。 

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年度第５次農用地利用集積計画についてでございます。議案書は９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、みやぎ台の畑３筆、計２,１２１㎡に賃借権３年３カ月。 

 ２は、みやぎ台の田、畑及び樹園地５筆、計４,３７２㎡に賃借権３年３カ月。 

 ３は、八木が谷の畑１筆、９７１㎡に賃借権３年３カ月。 

 以上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。 

石山委員  しつこいけど、１ついいですか。 

議長  どうぞ、石山委員。 

石山委員  この同じような方が借りられて、それでいて賃借期間も同じ年月で、年６万円もあれば２万円もあるということで、３倍ですよね。な

ぜこんなに価格の差がつくのかなというふうに思うので。価格というのは非常に重要な要素だと思うんですね、この農地の流動化を図る
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ためには。こんなに差がつくというのは、常識的に素人としては図りづらいんですけれど、何か理由があるんですか。 

議長  事務局。 

事務局  土地が農用地利用集積計画の受付担当が市の農水産課になりますので、確認を以前したところ、まず、相談として受けつけたときには、

大体１反１,０００平米弱で年間で２万円ということでご案内はするようなんです。あとは、特に耕作放棄地を、実質、耕作放棄地状態

になってしまっていて、そこを再生することによって農地として長く管理していくという見通しのときは、耕作放棄地再生に最初作業の

ところでお金がかかりますので、最初の数年は使用貸借は無償で貸し借りをして、耕運代とかそういったことになるんでしょうけれども、

そういう農地を復元する意味でのお金というのは受け取らないという意味で最初無償にして、行く行くは普通に２万円でやっていくとい

うことがひとつはあると聞いておりまして、あとは本人さん同士のほうでの話し合いになってしまいますので、農地の条件ですとか、そ

れぞれの経営状況とかそういったものが対応してくるかと思います。 

 以上です。 

石山委員  それをはっきりしないと、例えばこういうところもあるよ、幾らだよということを借りたいという人に伝えないと、うまく機能しない

のかなと思うので、この場合は、今のご説明ですと、一番下の八木が谷○○○の２万円というのは、放棄地を再生するための費用を借り

る側が持っているから、６万円まで払わないということで考えていいんですか。 

議長  石山さん。面積を見ていただいて。結局、これは反当たりではないので。 

石山委員  あ、失礼しました。もうわかりました。申しわけない。 

議長  だから、そういう場所とかその条件等にもよろうかと思いますので。よろしいですか。 

石山委員  これは反あたりじゃなくて、一括ということですね。 

事務局  そうですね。 

石山委員  どうも失礼しました。 

事務局  言葉足らずで済みません。一括での件です。ありがとうございます。 

議長  それでは、ほかにご質問等ございませんか。 
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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５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願います。 

 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件の届出を受理いたしました。 

 なお、あっせんの希望はございませんでした。 

 次に、報告事項（２）、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１３ページに記載のとおり、７月

中に８件の届出を受理いたしました。 

 次に、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１４ページから２２ページに記載のとおり、７月

中に３５件の届出を受理いたしました。 

 以上、報告事項（１）から（３）の届出につきましては、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。 

 最後に報告事項（４）でございますが、転用許可に伴う工事完了報告について、議案書２３ページから２５ページに記載のとおり、９

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、千葉県知事宛に送付いたします。 

 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５６分） 

 次に、事務連絡がございます。 

事務局  ―――――――――   事務連絡   ――――――――― 
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議長  続いて、農業委員だより編集委員会委員長より連絡事項がございます。 

農委だより編集委員長  ―――――――――   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９回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


