
 

 
1 

平成３０年 第１１回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成３０年第１１回船橋市農業委員会総会を１１月７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１１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。 

 ３番石井俊郎委員と、１０番土橋博之委員の両名でお願いいたします。 

 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５条許可申請について議案第１号の１から４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１日、藤城孝義委員、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ページ、地図１から３ページをごらんください。 

 １号議案の１につきましては、新たに建設業を営む譲受人が、市内及び近隣市に資材置場がないため、当該地を取得し、資材置場用地
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として整備するものです。 

 現地は畑で、隣接地は、畑・雑種地・山林及び道路となっており、周囲はブロック及びフェンスで施工し、雨水については砕石敷きに

て、自然浸透処理することから、隣接農地等への被害の恐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、残高証明書及び融資証明書にて確認済です。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。 

 議案書２ページ、地図４から６ページをごらんください。 

 １号議案の２につきましては、市内で、主に不動産及び建設業を営む譲受人が、現在、自社の資材置場がなく、下請けの資材置場等を

利用しておりますが、事業拡大に伴い、当該地を取得し、資材置場用地として整備するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑・宅地及び道路となっており、周囲はブロック及びフェンスで施工し、雨水について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恐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、残高証明書にて確認済です。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。 

 議案書２ページ、地図７から９ページをごらんください。 

 １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１６棟を建築するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑・雑種地・宅地及び道路となっており、周囲はブロック塀で施工、雨水については、雨水流出抑制施設を設置

し、汚水・雑排水については、合併浄化槽を設置し、それぞれ排水本管に接続することから隣接農地等への被害発生の恐れはないものと
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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、都市計画法の手続きについては、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、県立二和高校と船橋

市立二和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２ページ、地図１０から１２ページをごらんください。 

 １号議案の４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１１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、合併浄化槽を設置し処理することから、隣接農地等への被害の発生の恐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、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。 

 都市計画法の手続きにつきましては現在申請中であります。 

 資力については、残高証明書にて確認済です。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、県立二和高校と船橋

市身体障害者福祉作業所「太陽」の教育施設と社会福祉施設があることから、第３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。 

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  案内地図の２ページなんですけれども、この譲受人のほうなんですけれども、この人が隣の土地を所有している形から、資材置場の拡

幅と考えてよろしいですか。 
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神山審査班長  隣は、貸してあるんです。現在は、返却は考えていないとのことです。 

小池委員  ちょうど地図の、利用図の３ページを見ると、出入り口が隣の敷地になっているように見えるので、しばらくは一体として活用すると

いう。 

神山審査班長  ここのところは、道路として、通路として通ることは了解済みということです。 

小池委員  はい、わかりました。 

議長  よろしいですか。 

小池委員  はい。 

議長  ほかにご質問、ご異議。 

小池委員  別の意見でいいですか。 

議長  どうぞ。 

小池委員  地図１２ページのほうなんですけれども、班長説明の中で、貯留槽という話がありましたけれども、これは道路の下にある点線で書か

れた四角い枠みたいなものが、雨水貯留槽という判断でよろしいでしょうか。各一個一個のところに黄色い枠がある中に点々のあるもの

と、道路の下に四角く点々となっていますけれども、これが雨水貯留槽。 

神山審査班長  ということです。 

小池委員  はい。 

議長  ほかにご意見、ご質問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。 
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  局長。 

局長  農地法第５条許可申請について、議案第１号の５から８を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、小川審査班長の報告を求めます。 

小川審査班長  それでは、今月１日、髙橋光一委員、石山幸男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１３から１５ページをごらんください。 

 １号議案の５につきましては、市内で土木建築業を営む譲受人が、現在の資材置場が使用できなくなるため、当該地を取得し、資材置

場用地として整備するものです。 

 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する

ことから、隣接農地等への被害発生の恐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。 

 なお、前面道路が私道のため、所有者の通行の承諾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。 

 議案書３ページ、地図１６から１８ページをごらんください。 

 １号議案の６につきましては、市内で、社会福祉事業を営む法人が、障害者福祉作業所が不足しているため、当該地を取得し障害者福

祉サービス事業所を１棟建築するものです。 

 現地は畑で、田・水路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し、雨水は雨水貯留施設を設置し、汚水・雑排水に

ついては、合併浄化槽を設置し処理することから、隣接農地等への被害発生の恐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、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。 

 都市計画法の手続きについては、現在申請中であります。 

 資力については、残高証明書にて確認済です。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。 

 議案書３ページ、地図１９から２１ページをごらんください。 

 １号議案の７及び８につきましては、関連議案ですので、一括説明いたします。 

 市内で、社会福祉事業を営む法人が運営する特別養護老人ホームの駐車場が手狭なため、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、隣接地は畑及び道路となっており、周囲はブロック及びフェンスで施工、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、隣接農地等への影響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、残高証明書にて確認済です。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、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、ご質問等ございませんでしょうか。 

小池委員  確認なんですけれども、議案書の３ページの５番の資材置場のなんですけれども、道路のほうの利用については承諾をもらっていると

いうことで、４メーター道路、比較的幅の狭い道路。これ、県道夏見小室線から入ってきてＬ型の部分、○○○○○○○さんというとこ

ろを通って入るような形になるのかなと思うんですけれども、それで、ちょっとお聞きしたいのは、周りの環境ってどんな、ここは農地

なんでしょうけれども、向かい側の⑦となっているところとか、その隣という、ちょうど道路を挟んだ対岸というのは住宅になっている

のでしょうか。申請地の道路挟んだ向かい側ってどんな環境のところか。 

小川審査班長  住宅地です。 

小池委員  この道路挟んだ向かい側は住宅で、今回申請地の隣あたりまでが畑ぐらいな感じのところですか。 
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小川審査班長  あの、道路、私道ですので、入れるのは○○○○○ではなく、○○○○○のほうから入るという。 

小池委員  ああ、こっちから入って。 

小川審査班長  はい。という申請でした。 

小池委員  進入路はその段取りということですね。もう１点確認したいのは、申請地の両隣の土地と、道路挟んだ向かい側というのは、どんなと

こで、どんなでしたかという。 

小川審査班長  住宅地です。 

小池委員  では、今回申請地の両側は住宅地になっているということですね。 

小川審査班長  そうです。 

小池委員  はい。わかりました。 

石山委員  こちらの１面だけは農地でしたよね。 

小川審査班長  南側は、全部農地です。 

小池委員  だけど、両側はもう住宅になるんですね。わかりました。 

議長  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。 

 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２号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、小川審査班長の報告を求めます。 
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小川審査班長  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２２から２５ページをごらんください。 

 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申請人が、平成２９年５月３０日付で、建売分譲住宅１９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区画を１区画に変更し、１８棟に変更する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、始末書を添付されております。 

 なお、農地面積に変更はありません。 

 議案書４から５ページ、地図２６から２８ページをごらんください。 

 ２号議案の２から５につきましては、平成２９年９月１４日付で、土砂等の利用による農地の造成の一時転用として許可を受けたもの

でありますが、地盤が想定以上に軟弱で、予定より多くの土が必要になり、隣接する河川への影響も考慮し、一気に盛土をするのではな

く、段階を踏んで行う必要があるため、土量の増加と期間の延長を計画変更承認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。 

 以上、２議案につきまして、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、ご質問等ございませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

 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３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  ３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でございます。 
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 議案書６ページ、地図２９から３０ページをごらんください。 

 ３号議案につきましては、高根町○○○○の畑で、面積は４１１㎡であります。 

 当該地は、平成２年に厩舎等を新築し、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１０年３月１７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  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。よって許可を要しないと決しました。 

 局長。 

局長  平成３０年度第６次農用地利用集積計画について、議案第４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、事務局から説明願います。 

事務局  議案第４号につきましては、平成３０年度第６次農用地利用集積計画についてでございます。議案書は７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は豊富町の畑１筆１,３５７㎡に使用貸借権３年１カ月、２は高根町の畑１筆３,６２６㎡に賃借権３年１カ月、３は金杉の畑１筆６

１４㎡に使用貸借権２年１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
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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６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６次農用地利用集積計画について、議案第４号の４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、髙橋委員の退席を求めます。 

  ―――――――――   髙橋委員退席   ――――――――― 

議長  それでは、本議案につきまして、事務局から説明願います。 

事務局  議案書は同じく７ページです。 

 ４号議案の４は、旭町の畑１筆２,９０２㎡の内２,０００㎡に賃借権３年１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

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６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。 
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 全員一致であります。よって承認することに決しました。 

 髙橋委員、入室をお願いします。 

 ―――――――――   髙橋委員入室   ――――――――― 

議長  続いて、事務局より報告がございます。 

局長  それでは、私のほうからご報告を申し上げます。 

 報告事項の（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８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。 

 次に、報告事項の（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９ページから１１ページに記載のとおり、９月中

に１１件の届出を受理いたしました。 

 報告事項の（３）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１２ページから２０ページに記載のとおり、９月中に３４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。 

 次に報告事項の（４）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２１ページに記載のとおり、１件の通知がござい

ました。 

 次に報告事項（５）転用許可に伴う工事完了報告について、議案書２２ページに記載のとおり、２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。 

 報告事項の（６）農地の埋立等完了届出書の受理について、議案書２３ページに記載のとおり、２件の届出書の提出がありました。 

 報告事項の（７）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２４ページに記載のとおり、３件の行為の制限の解除がな
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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（８）でございます。 

 １１月１日に実施いたしました本年度第２回の農地パトロールの結果につきまして、お配りいたしました資料のとおりでございます。 

 なお、違反転用案件につきましては、１１月１日に開発業者に対し事情聴取を行い、始末書を提出するように指導いたしました。 

 報告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３２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。 

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３５分第１１回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 

 

 

 

 

 

 

 


