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平成３０年 第１２回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成３０年第１２回船橋市農業委員会総会を１２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１２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。 

 ４番藤城孝義委員と１１番石山幸男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、菊池審査班長の報告を求めます。 

菊池審査班長  それでは、今月３日、土橋博之委員、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。 

 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たものです。 
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 経営面積は、１１９アール、農業従事者は３名で、農機具は一式保有しております。 

 次に、議案書２ページ、地図１、２ページ、同じでございますが、１号議案の２につきましては、高根町に在住の譲受人が、当該地を

贈与により取得するものであります。 

 経営地は約６１アール、農業従事者は３名で、農機具は一式保有しております。 

 続きまして、議案書２ページ、地図１、２ページ、これも同じもので、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

地を贈与により取得するものです。 

 経営面積は約９０アール、農業従事者は２名で、農機具を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。 

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、小川 晃委員、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３から４ページをごらんください。 

 １号議案の４につきましては、金堀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２１０アール、農業従事者は４名で、農機具は一式保有しております。 
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 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、許可すべきものと思われ

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  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、菊池審査班長の報告を求めます。 

菊池審査班長  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３ページ、地図５ページから７ページをごらんください。 

 ２号議案につきましては、今まで使用していたごみ置き場が使用できなくなったため、土地所有者の協力により、ごみ置き場用地とし

て整備するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑及び道路となっており、周囲をコンクリートブロックで施工することから、周辺農地等への被害発生はないと

思われます。 

 なお、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かを確認しています。 

 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。 
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 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。 

  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条許可申請について、議案第３号の１から２を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、菊池審査班長の報告を求めます。 

菊池審査班長  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４ページ、地図８から１１ページをごらんください。 

 ３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。 

 市内で、主に冷凍車のレンタル業を営む譲受人が、既存の車両置き場が手狭になったため、当該地を賃借し、車両置き場用地として整

備するものです。 

 現地は畑で、隣接地は畑、雑種地及び道路となっており、周囲は土留鋼板で施工、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。 

 なお、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

種農地と判定します。 
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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。 

興松委員  確認だけ。 

議長  はい。 

興松委員  隣接地、これ船橋になってくるんだけど、公民館の駐車場なの？  

土橋委員  そうです。 

興松委員  そうするとこれ、まだ転用していないということだ。公民館の駐車場、２０年も前から駐車場で使っているんだけど。 

 これもし、そうであるとすれば、早い時期に転用やっておく必要あると思う。 

土橋委員  それまで、市の駐車場ということで、そこまで確認していなかったです、私たち。 

興松委員  そうであれば早く。 

局長  確認します。 

興松委員  市の駐車場ですから、そうであれば早く転用にしておいたほうが間違いがないので。 

土橋委員  そうですね。 

  （「異議なし」の声あり） 

議長  ほかにはないですか。 

 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３号の３から５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４号

の１から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。 



 

 

6 

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４から６ページ、地図１２から１９ページをごらんください。 

 ３号議案の３から５及び４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。 

 宅地建物取引業者の免許を有する譲受人が、平成３０年９月２５日付、建売分譲住宅用地４３棟として、転用許可を受け現在建築中で

すが、このたび隣接する農家の協力を得ることができたため、隣接農地を新たに取得し、１１棟増築した５４棟へ変更申請するものです。 

 ３号議案の３から４につきましては、当該地を新たに取得し、１１棟増築するための申請、３号議案の５につきましては、増築に伴う

道路用地の拡大の申請です。 

 ４号議案の１から２につきましては、４３棟から５４棟へ増築する変更申請、４号議案の３につきましては、増築に伴い、調整池及び

道路を拡大する必要があることから、緑地用地を調整池及び道路用地に変更する申請です。 

 現地は畑で、隣接地は畑、道路及び宅地となっており、周囲はコンクリートブロックで施工し、雨水は調整池を設置し、汚水・雑排水

は各戸に浄化槽を設置し、それぞれ排水管に接続することから、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、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、

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。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から半径５００メートル以内の宅地化率が４０％を超えており、半径１キロメートルを

超えない範囲に延長しても宅地化率が４０％を超えていることから、第２種農地と判断します。 

 なお、地図１８ページと１９ページを見比べますと、１２棟増築されたように見受けられますが、申請地南部の公園部分の拡大により、

削減された１棟分が追加されているためです。実際は４３棟から５４棟への変更です。 

 以上、５議案につきましては、許可相当及び承認することが適当と思われます。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。 

興松委員  所見の中で、聞き落としがあったら失礼なんですが、４３棟が事前に、４３棟分というのは、事前に許可もらっていたんでしょう。そ
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れは何年のとき？ 

齋藤審査班長  今年の９月です。 

興松委員  引き続いて、そのときに、これは隣地で各棟分は隣地ですよね？ 

齋藤審査班長  あと１１棟。 

興松委員  いやいや、拡張される用地というのは、隣地ですよね。全部。９月のときの。そのときに、将来、ここは、開発したいんだという意向

はなかったんだと、急に拡大になっちゃったと。 

小池委員  それはそのときの審査の、ということだとは思うんですけれども、そのときの審査はできるだけ広い面積をするために調整池まで、調

整池を外部に設けるという質問があったかと思います。協力が得られていないという現状の中では、そこの部分は、拡張できるかどうか

については、不明だという。今回の質問に対してはそういう回答を得ています。今回、その拡張部分、隣接地の部分の地主さんが了解い

ただけたので、今回申請を上げます。それに伴って、変更部分も発生するので、変更をいたしますということでした。 

議長  興松委員、どうでしょう。 

興松委員  はい。 

議長  いいですか 

興松委員  うん。 

議長  ほかにご意見、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、議案第３号の３から５については許可相当とし、議案第４号の１から２については承認相当

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。よってそのように決しました。 

 局長。 
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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４号の３を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、菊池審査班長の報告を求めます。 

菊池審査班長  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７から８ページ、地図２０から２４ページをごらんください。 

 ４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申請人が、平成３０年９月３日付で、建売分譲住宅３６棟で許可を受け

たものでありますが、船橋市道路計画課と道路形状について再協議をした結果、効率的な動線に見直しを行い、建売分譲住宅３７棟に計

画変更するものです。 

 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。 

 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  相続税の納税猶予に関する適格者証明願について、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  ５号議案は、相続税の納税猶予に関する適格者証明願でございます。 

 議案書９ページです。 

 南三咲に在住の申請人の母が、平成３０年４月に死亡したことにより、耕作地１１筆、２２,８９９㎡のうち、南三咲の樹園地２筆、

３,２９２㎡について、相続税の納税猶予を受ける適格者として、証明願の申請がありました。 
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 １１月２２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。 

 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  ６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でございます。 

 議案書は１０ページです。 

 １につきましては、前貝塚町に在住の申請人が、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７筆、２,２２７㎡のうち、生産緑地の指定を受けている６筆、９７０㎡のうち、前貝塚町の畑３筆、１９１㎡につ

いて、市長に買い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、事情聴取及び１１月２８日に現地調査を行った結果、買い取り申し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、藤原に在住の申請人が、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１１筆、４,１２２.６１㎡のうち、生産緑地の指定を受けている８筆、３,４５３㎡のうち、上山町の畑１筆、９９１㎡

について、市長に買い取り申し出を行うに当たり、証明願が提出されました。 
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 事務局にて、事情聴取及び１１月２８日に現地調査を行った結果、買い取り申し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７次農用地利用集積計画について、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、平成３０年度第７次農用地利用集積計画についてでございます。 

 議案書は１１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につきましては、神保町の畑１筆、６０４㎡に賃借権３年を新規に設定するものです。 

 事務局にて、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。 
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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３０年度第７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。よって承認とすることに決しました。 

 続いて、協議事項に入ります。 

 平成３０年度の活動の点検・評価及び平成３１年度の目標及びその達成に向けた活動計画の策定についてでございます。このことにつ

きまして、事務局より説明をお願いします。 

事務局  右上のほうに、協議事項と書いた資料をお配りしておりますので、ごらんくださいますようお願いいたします。 

 １枚目が本件の概要とスケジュールが書いております。１枚目の１番、概要につきましてご説明します。 

 農業委員会等に関する法律の規定により、農地利用の最適化の推進の状況や、農業委員会事務の実施状況を周知するため、毎年農業委

員会の年間の活動計画を策定するとともに、前年度の活動への評価等を行い、６月３０日までにホームページに公表する必要があります。 

 なお、昨年度は農政小委員会に付託され、農政小委員会の決定を踏まえて、４月総会で決定されております。 

 ２枚目からが本年度の活動計画となっております。 

 ４枚目からは、参考のため、昨年度の評価を添付しております。こちらの主な内容としましては、担い手への利用集積、遊休農地、新

規参入、違反転用の４点が主なものでありまして、目標の数値やこれは具体的な取り組み方法をこちらで定めていくものとなっておりま

す。 

 本日は、今年度の活動への評価と来年３１年度の活動計画をどのように検討していくか、ご協議をお願いいたします。 

 説明は以上です。 

議長  本件について、ご意見はございませんでしょうか。 

神山委員  小委員会に付託したいと思います。 

議長  前年も同様でしたけれども、今、小委員会に付託という意見がございました。皆さんよろしいですか。 
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  （「はい」の声あり） 

議長  それでは採決いたします。 

 本件につきまして、農政小委員会に付託することに賛成の方の挙手を求めます。 

  全員一致で付託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、報告事項について、ご報告申し上げます。 

 まず、報告事項の（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１２ページから１６ページに記載

のとおり、１０月中に１９件の届出を受理いたしました。 

 次に、報告事項の（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１７ページから２３ページに記載

のとおり、１０月中に２５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、報告事項の（３）でございます。農地法施行規則第２９条第１号の規定による転用届出書について、議案書２４ページに記載の

とおり、１件の届出がありました。 

 次に、報告事項の（４）、農地法第５条の一時転用許可に伴う農地復元報告について、議案書２５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。 

 次に、報告事項の（５）でございます。転用許可に伴う工事完了報告について、議案書２６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。事務局で現地調査をし、工事の完了確認をいたしましたので、千葉県知事宛てに送付いたします。 

 報告事項の（６）、農地の転用事実に関する照会について、議案書２７ページに記載のとおり、１件を局長専決として回答いたしまし

た。 

 次に、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２８ページに記載のとおり、２件の行為の制限の
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解除がなされ、市長より通知がありますので、報告いたします。 

 最後に、報告事項の（８）でございます。平成３０年度農業者年金の加入推進活動について、７月総会前に千葉県農業会議職員による

説明会にご参加いただいたほか、１０月総会及び推進委員連絡協議会時に、加入要件を満たす方を対象として、農業者年金加入推進名簿

を整備し、事務局職員とＪＡ職員合同による戸別訪問を実施する予定である旨をご報告させていただきました。 

 委員の皆様におかれましても、農家組合の会合や新年会等において、地域の農業者への働きかけをしていただくなど、農業者年金制度

の周知についてご協力いただければと思います。 

 つきましては、本日各委員に農業者年金のチラシを１０部ずつ配布させていただきますので、加入対象者や希望者に配布するなどご活

用いただきたいと思います。 

 また、追加のご希望等がありましたらば、事務局までお申し出いただければと思います。 

 報告は以上でございます。 

議長  次に、先月行われました、耕作放棄地解消事業について、飯島農地利用最適化推進委員会連絡協議会会長より報告がございます。 

飯島会長  報告をします。 

 １１月１４日、古和釜町の耕作放棄地、約１,０００㎡、推進委員と事務局職員で解消いたしましたので、ご報告します。詳細につい

ては、事務局からお願いします。 

事務局  事務局のほうから、説明させていただきます。 

 お手元の耕作放棄地解消事業の報告書、これは日時、場所、出席者、内容、実施結果ということで、１枚の紙とあと２枚、写真がつい

ていると思いますので、ごらんになっていただけますでしょうか。ただいま、飯島会長から説明がありましたように、古和釜町の耕作放

棄地、約１,０００㎡を解消いたしました。出席者は、推進委員が１１名、事務局が４名で、渡邉委員に持参していただいたハンマーナ

イフモアをはじめ、各委員さんに、草刈り機、レンタルしたトラクターで耕運作業を行いました。 

 １枚目見ていただければと思うんですけれども、きれいに農地に復元することができました。この農地につきましては、近隣、古和釜

のニンジン等をつくっていらっしゃる方が、基盤強化法による賃借権を設定して、耕作を行う予定です。 
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 どうも、いろいろとありがとうございました。事務局からの報告は以上です。何かご質問があれば、お受けいたします。 

 以上です。 

土橋委員  すごいね。 

議長  よろしいですか。 

 大変、推進委員の皆様、ご苦労さまでした。 

 続きまして、次年度以降の耕作放棄地解消事業の方向性について、飯島会長より報告がございます。 

飯島会長  それでは、報告をします。 

 推進委員連絡協議会で、協議した結果でございますけれども、次年度以降は、本件のような既に何年も耕作をしないで、草が大きくな

っているという耕作放棄地に、直接、作業を行って解消するのではなくて、今後、何らかの事情で耕作が困難な方や、後継者がいなくて

耕作できないという情報を事前に把握し、貸し手、借り手を探して、耕作放棄地にならないようにしていく。そういう方針を出しました

ので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

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２８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  次に、農委だより編集委員長より連絡事項がございます。 

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３時３３分第１２回農業委員会総会の閉会を宣言した。 
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