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平成３０年 第１０回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成３０年第１０回船橋市農業委員会総会を１０月５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１０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番菊池委員と、１２番小川委員の両名でお願いしたいと思います。 

 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条の規定による許可処分の取消願いについて、議案第１号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、事務局から説明願います。 

事務局  農地法第３条の規定による処分の取消願いについてでございます。議案書２ページをごらんください。 

 １号議案につきましては、平成３０年８月８日付、船橋市農委指令第３号の１１により、農地法第３条の規定による所有権移転の許可

を受けたものです。相続税の納税猶予のつけかえのために許可を受けましたが、申請人のつけかえ方法に誤認があったため取消申請をす
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るものです。 

 平成３０年９月２５日付にて、取消願いが提出され、事務局にて申請書類の確認や内容の妥当性等を審査しました結果、本議案は取消

相当と思われます。 

 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、農地法第３条の規定による許可処分の取消を承認する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。 

 次長。 

次長  農地法第３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、齋藤教子委員、興松勲委員とともに審査を行いましたので、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１から２ページをごらんください。 

 ２号議案の１から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。 

 高根町に在住の譲受人が、納税猶予を受けている農地を売却するため、その代替地として当該地を取得し、納税猶予のつけかえを行う

ものです。 

 経営面積は、約５４ａ、農業従事者は２名で、農機具は一式保有しております。 

 以上、２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。 

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。 
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小池委員  ちょっと確認したいことが。 

議長  はい、小池委員。 

小池委員  議案第１号の取り消しがありましたよね。その該当者が議案２のほうで新しく申請しているような形なんですけれども、この誤認とい

うのは、本来の目的を果たすつもりでいた土地が違っていたということでよろしいでしょうか。 

石井審査班長  納税猶予が一飛びの間に、納税猶予を受けていない土地で、一体化という意味で納税猶予が受けられないために交換という形になった

ものであります。 

議長  小池委員。 

小池委員  納税猶予を受けるにあたっての適正な農地面積というのがあって、それを確保するために取り下げて、今度新しい申請で土地をまとめ

たという解釈で、その申請が上がってきたということでよろしいですか。 

石井審査班長  そうです。要は、納税猶予の土地が、間に違う土地あったので、それを差しかえたという形です。 

菊池委員  このつけかえというのは差しかえという意味なんですね。 

石井審査班長  そうです。 

菊池委員  はい。 

議長  よろしいですか。 

  よろし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５条許可申請について、議案第３号の１から９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、引き続き審査班としての所見を申し上げます。 
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 議案書４から５ページ、地図３から６ページをごらんください。 

 ３号議案の１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。 

 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１９棟を建築するもの

です。 

 現地は畑で、隣接地は畑・道路・雑種地・山林及び墓地となっており、周囲はブロック及び擁壁で施工、雨水は調整池で調整後、排水

管に接続放流し、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、都市計画法の手続きについては、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、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５ページ、地図７から１０ページをごらんください。 

 ３号議案の７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３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、周囲はブロックで施工、雨水は宅地内に設ける雨水貯留槽から排水管に接続し、汚

水・雑排水は、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、市立大穴北小学校

と大島記念嬉泉病院の教育施設と医療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１１から１５ページをごらんください。 
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 ３号議案の８につきましては、いすみ市で医療法人社団を営む譲受人が、当該地を取得し、介護老人保健施設１棟を建築するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑・山林・道路及び雑種地となっており、周囲はブロックで施工、雨水は貯留槽を設置し排水管に接続し、汚水・

雑排水は、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、平成３０年５月３１日付で農用地から除外されており、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１６から１９ページをごらんください。 

 ３号議案の９につきましては、兵庫県で医療法人社団を営む譲受人が、当該地を賃借し、介護老人保健施設の駐車場として整備するも

のです。 

 当該地の地目は田で、隣接地は田・道路及び水路となっており、周囲はブロックで施工、雨水は砕石敷きにて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。 

 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隣接していることから、第

２種農地と判断します。 

 なお、本件については許可前に工事に着手していたため、審査会にて事情聴取を行い、原状回復の指導をしました。結果、昨日事務局

が現地調査を行い、また、審査班３人が時間帯をずれて、きょう、午前中はまだ作業をやっていて、最終的に午後現地を確認した結果、

原状回復されたことを確認しました。また、今後は二度と違反行為を行わない旨の始末書が添付されております。 

 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、ご質問等ございませんでしょうか。 

 菊池委員。 

菊池委員  最初の１から６というやつですか。この地図の６ページの図がよくわかっていないんですけど、この宅地造成のわき地に、ここについ

て、これ何に使うというご説明でしたっけ。ちょっと聞き漏らしてしまったんですけど。何のために転用するんですか、これ。地図の６
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ページです。 

齋藤委員  もう一つ前のページを、５ページを見てもらえますか。 

菊池委員  調整池がありますよね。 

齋藤委員  そこに流れるように排水管が。 

石井審査班長  調整池に流れるように。 

菊池委員  排水管。 

石井審査班長  上の宅地造成を。 

菊池委員  この細い青い部分だけということですか。 

石井審査班長  はい。 

菊池委員  わかりました。そういうことで、排水管を通す土地を転用する。わかりました。どうもすみません。聞き漏らしてしまいまして。 

議長  ほかにございませんか。 

小池委員  すみません。 

議長  どうぞ。 

小池委員  地図５ページ、６ページにまたがるんですけれども。これ、緑地の定義ってどういうふうな形でなっているんでしょう。宅内緑地とい

うのと、公園ってよくつくるじゃないですか。開発において。公園があるようなところの、わりあい宅地内緑地が少なかったりするしあ

れなんだけど。これどんな形で、素朴な疑問なんですけど。わかりましたら。 

石井審査班長  公園の部分ですね、６ページの。 

小池委員  はい。 

石井審査班長  これは以前に、開発に今出している公園ということで、市のほうに提供したと思います。開発に伴っての緑地提供というふうで、市に。 

小池委員  確保しているわけね。 

石井審査班長  ええ。 
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興松委員  既に確保しているということを皆さんに知っておいてもらったほうがいいと思います。 

  補足ですけど、開発行為が行われているところから、１５０メーター以内に家を設ければ差し支えありませんというのが今回の議案で

す。そうすると、６ページにある公園のところですね。 

小池委員  え、これ。 

興松委員  これが該当するそうです。これが開発地の１５０メーター以内にあるそうです。そういう説明でした。 

小池委員  いいですか。では、確認ですけれども、ということは、５ページの開発の図面の中で緑地がないなと思っていたんですけど、公園地が

ないなと思うけれども、これがこれ、塗っていないのでわからなかったんだけど、これが代替地、代替というかそれがあるので、今回の

これは宅内緑地のパーセント低く、だけで済んでいるということなんですね。 

興松委員  はい。 

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。 

  （「異議なし」の声あり） 

議長  よろしいですか。 

小池委員  はい。 

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１０から２３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   ――――――――― 
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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、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９ページ、地図２０から２３ページをごらんください。 

 ３号議案の１０から２３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。 

 市内で、金属等の輸出業を営む譲受人が、現在使用している資材置場が手狭なため、当該地を取得し、資材置場として整備するもので

す。 

 現地は田で、隣接地は田・道路及び水路となっており、周囲は鋼板で施工し、雨水は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。 

 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。 

 また、隣接農地所有者への説明が行われております。 

 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、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、ご異議はございませんでしょうか。 

 菊池委員。 

菊池委員  これ全部で２ヘクタールぐらい。 

石井審査班長  はい、そうです。 

菊池委員  それで、全部、田ですね。 

石井審査班長  はい。 

菊池委員  これは、耕作放棄地か何かだったんですか、既に。 

石井審査班長  はい、そうです。 
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菊池委員  ああ、そうですか。 

石井審査班長  全く耕作がされていないところで。 

菊池委員  これ団地になっているわけですよね、当然。地図にありますけれども。今まで出てきた中で一番大きい転用なんですね。 

石井審査班長  面積では一番大きい。 

菊池委員  面積的には大きいですね。これは慎重に審議したほうがいいのかなと思ったら、もうとっくの昔に耕作放棄地になっているところだと、

こういうことですね。 

石井審査班長  ちょっと別のところで、隣が畑になっているところもあります。 

菊池委員  そこも含め。 

石井審査班長  そこは含まれてません。 

菊池委員  わかりました。 

石山委員  ちょっといいですか。  

議長  はい。 

石山委員  金属とプラスチックとか、置き場とあるんですけれども、まさか捨てるということではないですよね。 

石井審査班長  捨てるんじゃなくて、輸出です。 

石山委員  あるいは埋めるとか。そういうのはただ、本当の意味での置き場で。最終的にはこのスクラップをまたどこかへ持って行って売るのか、

あるいは廃棄するのかはするんですか。 

石井審査班長  輸出用のストックヤードという。 

石山委員  ストックヤードですか。では、置き場ですね。 

石井審査班長  はい。長い期間置いておくというふうではないと。 

石山委員  そうするとこれは、置き場としては半永久的にですか、あるいは期間限定なんですか。 

石井審査班長  いえいえ、要はよそから持ってきたものを置いて、それで船に積む間の。 
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石山委員  賃貸借関係ですか。あ、売買ですか。では、もう使用権は向こうに移るということですね。 

石井審査班長  はい、そうです。 

石山委員  捨てなきゃいいですけどね。わかりました。どうもありがとうございます。 

議長  先ほどの質問で、菊池委員のほうからここは耕作放棄地ですかというようなお話がありました。本来耕作放棄地というのは、一応耕作

していないと認められないというか、そういう状態ではございますけれども、やはりその内容というか、精査して、私たちも耕作放棄地

を何とか減らそうという立場にいますので、重箱の隅をつついて、耕作放棄地をそのままにするという考え方もございますけれども、や

はりそのあたりは寛容な部分も必要かなと考えております。 

 また、このことにつきまして、また皆さんいろいろ意見もあろうかと思いますので、また別の機会に議論したいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

石山委員  繰り返しになりますけれども、今会長が言われたように、耕作放棄地を売買するのをオーケーする例をつくるということになるわけで

すか。 

議長  いや、そういうわけではないんですが、やはりその場のケース・バイ・ケースで、委員さんの判断によるものだと思うんです。これは

あまりにもひどいじゃないかと。もう少し草ぐらい刈ってくれよと、そういう話になろうかなと。せめてつくらないまでも、これはひど

いじゃないか、草ぐらいが刈って、そういう感じに戻してくれよという話には、そこの、本当に耕作しろというのが本当なんですよ。 

石山委員  それはそうですね。 

議長  いや、そこまで言わないからというさじ加減というのが、やはり各委員の皆様であろうかと思うんですね。 

石山委員  繰り返し、この耕作放棄地を元に戻せということは、勧告はしてきたんですか。 

議長  今までは、耕作放棄地に対しては、意向調査という形で出ていますね。それが、例えば２０年の延納を受けてあるところとか、そうい

うものはもう強制的に、それは税務上に問題が生じますので、強制的に行って、個別に訪問してやっていますけど、そういうところでな

い場合は、意向調査でやってくださいよという流れにしかなっていないと思われます。 

石山委員  かなりひどい荒れ地なんですか。 
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石井審査班長  木までは生えていないけれども、田んぼでやれる状態ではない。 

興松委員  審査班の一員として補足します。 

 この案件、許可面積が２万平米以上あります。そんな中、面積が広いことで、審査班の一員として一番留意したのは、さっき石山委員

から指摘された、浸透性ですから、地下水の汚染はないのかということと、あわせて地図の２２ページ、傾斜がかかっているんですけど、

土地改良の中の排水路とあわせて、白い面が河川です。この河川の盛り上がり、今、平面的には５０センチほどの段差があります。道路

と許可するところの、農地との段差が５０センチほどあります。それを採石でならすわけですから、おそらく下に沈むと思うんです。そ

の都度沈めば、また採石を持ってきて、二度も三度もその繰り返しになると思います。それ以前に、ここに置くものについては、ローテ

ーションまでは組まないまでも、一次置き場で、３カ月から６カ月の期間だよと。そういう一時保管場所であるわけだから、永続的にそ

こに置くものではないと。しかしながら、金属のものも入るので、鉄骨、金属製のものも入る懸念があるので、地下水への汚染はないと

思います。これが１つ。 

 それから、地盤が減っていくことによって、二度も三度も採石を持ってくるでしょうと。そうすると、一度よりも二度、三度のほうが

重圧がかかると。負荷が多くなると。負荷が多くなることによって、この高根川への影響は出てこないのかと。それは審査会の中で、懸

念材料として指摘しました。心配ないですよとのことでした。 

石山委員  この場合、一次置き場ということは、二次置き場も港の近くに持つということですか。 

興松委員  二次置き場ではなくて、船の積み込みです。 

石山委員  ここから直接船に積み込んで、もう１カ所港の近くに置き場を設けるということではないわけですね。 

興松委員  ということはないです。この案件については。 

石山委員  そうすると、この置き場に数カ月置くということはありますけれども、可能性としては何年も置く可能性もあるわけですね。 

興松委員  それは審査の段階では、そういうことはありませんと。３カ月から６カ月のローテーションと。まあ、ローテーションという言い方は

しませんでした。 

石山委員  企業体としてはそうなんでしょうけども、置き場がここしかないということは、２年置いてもわからないということですよね。 
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興松委員  この業者の説明は、ほかにも何カ所もあると。もちろん埠頭の近くにもあると。ただ、そこが満杯で処理し切れないので、ここに２町

歩設けます。それから、あえて言わせてもらえれば、これが後々置き場ではなくて、ほかの用途に使われる懸念があるのではないかとい

うことも指摘しておきました。それはありませんと。 

石山委員  ありますよね、それは。 

興松委員  これだけの面積ですから。 

石山委員  もう農業委員会の手は及ばないんですよね、ここに。カンパニーのほうに行けば。 

興松委員  許可が出たら及びません。 

石山委員  ということは、何に使われようと、手出しはできないということですね。 

興松委員  そこまではね。 

議長  農業委員会としては手出しができないですけれども、やはり都市計画課で都市計画審議会、また宅地課のほうで、建物とか建てる場合

にはそっちの。農業委員会としては、手は離れてしまいます。でも、全てのことも、自由に何つくってもいいよという話はならない。 

石山委員  規制はもちろんあるんでしょうね。ただ、今回の場合は、そういう意味で農業委員会としての判断でしょうからね。 

議長  そうです。 

興松委員  寝返ることであれば、これが議事録として残りますから、将来において、ダブってきて使用されるときに、議事録の閲覧があればいい

かなと。そのための指摘であったことは理解いただきたい。 

石山委員  そうですね。今後同じようなケースが出てくるおそれもあるわけですから、一つの指針としてきちっと携えておくということが大事な

のかもしれませんね。わかりました。ありがとうございます。 

議長  ほかに質問はございませんか。 

石山委員  もう一ついいですか、石井さん。周りも放棄地であろうと思うんですけど、今回の２町歩以外に。本来であれば周りが田を、稲をつく

っているとしたら、これはオーケーしないんじゃないかというおそれがあるんじゃないかと思うんです。これは周りも、おそらく放棄地

だろうから、自分たちのメリットにもなる可能性があるのかなと思って、周りの承認が得られているのかなとも思うんですけれども、周
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りの方の反応というのはどうでしょうか。土地所有者。 

興松委員  今の点なのですが、現地を見た限りでは、すべてが実態は荒廃地です。ここで耕作している農地は、筆で数えるしかありません。隣接

地も含めて。 

石井審査班長  もう３０年前にここいらは、土地ブームの時代に、土地転がし業者も一部買ってあるところがあるんですね。 

石山委員  値上がり見込みでですね。 

石井審査班長  それがバブル崩壊ではないけれどもだめになって、用地だけは確保されて、フェンスでやってある部分は、今回のこの業者は手をつけ

ていない。話しても譲り受けられないというか。 

石山委員  私見ていないので判断できないんですけれども、船取線の左右に、金杉あたりに崖地というか窪地で田んぼのひどいところがあります

よね。耕作地というか、荒廃地というか野放しの。ああいうふうな状態なんでしょうか。 

石井審査班長  それの一端ですね。だから、買うほうは道路に近くてという意味で選んだらしいです。 

石山委員  安くてということなんでしょうか。 

興松委員  手入れされているところの隣接地、あるいは近くに耕作している専用な農地はないでしょうかということに……。 

石山委員  あれば問題だと思いますけれども。わかりました。 

興松委員  見当たらないというか。 

石山委員  はい。ありがとうございます。 

議長  では、ほかにございませんか。 

 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。 

 藤城委員、入室をお願いします。 

  ―――――――――   藤城委員入室   ――――――――― 
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議長  続けます。次長。 

次長  農地法第５条の規定による許可処分の取消願いについて、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  農地法第５条の規定による許可処分の取消願いについてでございます。 

 議案書１０ページをごらんください。 

 ４号議案につきましては、平成２８年９月９日付、千葉県東農指令第７４４号の２１８により、車両置場用地として使用するため農地

法第５条の規定による使用貸借権設定の許可を受けたものです。 

 譲受人が車両置場として使用する必要がなくなったとのことから、平成３０年９月２５日付、取消願いが提出されました。 

 事務局が現地を確認したところ当該地が転用されていないことを確認いたしました。 

 以上、本議案につきましては、内容等を審査しました結果、取消相当と思われます。 

 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、農地法第５条の規定による許可処分の取消を承認する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。 

 次長。 

次長  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、事務局から説明願います。 

事務局  議案５号議案は、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１１ページです。 

 行田に在住の申請人の父が、平成３０年２月に死亡したことにより、耕作地１１筆、１万４,２４０㎡のうち、生産緑地である北本町、
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山手、行田の畑９筆、計１万１,１５５㎡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。 

 １０月１日に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  それでは採決いたします。 

 本議案につきまして、相続税の納税猶予の適格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。よって適格者と認定することに決しました。 

 次長。 

次長  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、事務局から説明を願います。 

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１２ページです。 

 １につきましては、前貝塚町に在住の申請人の養母が、平成２７年９月に死亡したことにより、耕作地１５筆、１万４,１３７.５２㎡

のうち、生産緑地の指定を受けている前貝塚町の畑２筆、１,７１６㎡について、市長に買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及び１０月１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、生産緑地法施行規則第３条の規定に基

づく一定割合以上農業に従事していた者であると思われます。 

 なお、相続に関して、遺産分割協議が成立するまでに時間を要したため、事由発生から申請までに間があいたことを確認しております。 

 ２につきましては、行田に在住の申請人が、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４筆、４,８５４㎡のうち、生産緑地の指定を受けている山手の畑１筆、２,１８２㎡について、市長に買取り申出を



 

 

16 

行うにあたり、証明願いが提出されました。 

 事務局にて事情聴取及び１０月１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。 

 ３につきましては、印内、印内町及び東中山に在住の申請人の父及び養父が、平成３０年７月に死亡したことにより、耕作地５筆、６,

６５１㎡のうち、生産緑地の指定を受けている印内の畑２筆、１,５７６㎡について、市長に買取り申出を行うにあたり、証明願いが提

出されました。 

 事務局にて事情聴取及び１０月１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、生産緑地法施行規則第３条の規定に基づ

く一定割合以上農業に従事していた者であると思われます。 

 ４につきましては、三山に在住の申請人の長女の夫が、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９筆、８,４５８㎡のうち、生産緑地の指定を受けている三山の畑３筆、９８２㎡について、市長に買取り

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９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

して、再度、申請があったものです。 

 再申請となった理由を確認したところ、家族内で農業経営について改めて検討と協議を行い、収支の改善と、今後、農地を承継してい

くため、買取り申出の土地を追加する必要があるとのことでした。 

 １０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、買取り申出事由の生じた者を生産緑地法施行規則第３条の規定に基づく一定割合以上農業に従事していた者であるも

のとして、今回、新たに２筆追加して証明することについて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、ご質問等はございませんでしょうか。 

  （「異議なし」の声あり） 
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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、一定割合以上の農業の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。 

次長  報告事項でございます。 

 まず、報告事項（１）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でございます。議案書１３ページに記載のとおり、２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。 

 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１４ページから１７ページに記載のとおり、８月中に１５

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１８ページから２８ページに記載してあるとおり、８月中

に４２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。 

 続いて、報告事項（４）でございます。農地法第１８条第６項の規定による合意解約について、議案書２９ページに記載のとおり、１

件の通知がございました。 

 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３０ページから３１ページに記載のとおり、３件の報告書の提出がござ

いました。 

 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（６）農地の転用事実に関する照会についてでございます。議案書３２ページから３３ページに記載のとおり、６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３４ページに記載のとおり、１件を受理いたしました。 
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 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す。       （ ３時４８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事項がございます。 

農政小委員長  ―――――――――   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５４分第１０回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


