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平成３１年 第２回 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録 

 

平成３１年第２回船橋市農業委員会総会を２月６日午後３時船橋市役所分室会議室１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３１年第２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号を上程いたします。 

議長  本議案につきまして、石山審査班長の報告を求めます。 

石山審査班長  報告します。 

 それでは、今月１日、髙橋光一委員、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。 

 議案書２ページ、地図１から２ページをごらんください。 
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 １号議案につきましては、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１２４アール、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、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、許可要件のすべてを満たしており、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  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、石山審査班長の報告を求めます。 

石山審査班長  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３ページ、地図３から６ページをごらんください。 

 ２号議案につきましては、アンデルセン公園近くに居住する申請人が、祝休日や繁忙期には、同園の駐車場が満車となるため、平成３

０年２月に転用許可を取り、駐車場経営を行っておりますが、交通渋滞等も発生しており、駐車場の規模拡大を目的に転用申請するもの

です。 

 現地は畑で、隣接地の農地は自己所有地及び宅地となっており、農地との境界については、柵で施工しております。 

 雨水については、転圧整地による自然浸透処理することから、近隣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、残高証明書で確認済みです。 
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 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。 

 農地の区分については、現地が、集団的農地がおおむね１０ヘクタール未満であり、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、ご質問等はございませんでしょうか。 

 小池委員。 

小池委員  ちょっと確認なんですけれども、地図６ページの利用図のところなんですけども、僕のほうはカラーになっていて、ブルーになってい

るところとグリーンになっているところがあるわけですが、このグリーンの部分が拡張される部分と考えてよろしいのでしょうか。 

石山審査班長  そのとおりです。 

議長  ご質問等ございませんでしょうか。 

土橋委員  これ、アンデルセン公園のすぐ前ですよね。 

石山審査班長  正門の道路を隔てた真ん前です。 

土橋委員  この前のとき、私が審査をやりましたもので。わかりました。 

石山審査班長  そうです。そこの延長線上です。 

議長  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。 

 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号を上程いたします。 
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議長  本議案につきまして、石山審査班長の報告を求めます。 

石山審査班長  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７から９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、４棟

の建売分譲住宅を建築するものです。 

 現地は畑で、隣接地は雑種地及び道路となっており、周囲はブロック積で施工。 

 雨水については、宅内の雨水貯留浸透施設にて処理し、汚水・雑排水については、浄化槽にて処理し、それぞれ雑排水管に接続するこ

とから、隣接地等への被害発生の恐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、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、現地が、集団的農地がおおむね１０ヘクタール未満であり、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。 

 引き続き、議案書４ページ、地図１０から１２ページをごらんください。 

 ３号議案の２につきましては、航空運送業を営む譲受人が、当該地を賃借し、ヘリコプターを駐機するためのヘリポート用地として整

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、申請地は地盤改良土で転圧し、周囲は土留コンクリートで施工。 

 雨水は自然浸透することから、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。 

 なお、隣接農地所有者への説明が行われております。 

 また、当該地における東京航空局成田空港事務所発行の航空離着陸の許可が添付されており、千葉県環境政策課及び大気保全課と協議



 

 
5 

済みであります。 

 資力については、残高証明書で確認済みであり、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１０ヘクタール未満であり、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、ご質問等ございませんでしょうか。 

 はい、小池委員。 

小池委員  １２ページの図なんですけど、ヘリポートということなんですけども、このような場合って、ヘリとかいうのは用途目的とか、そうい

うものは指示されるのでしょうか。 

石山審査班長  聞き取り調査の中でお聞きしたところ、この○○○○という当該会社は、ヘリコプターを２機所有しており、この２機を使ってパイロ

ット等、あるいは、パイロットと航空許可、そういう会社と連携しながら行うあっせん業であり、具体的には海外に行く人たちを成田空

港に運んだり、観光を行ったり、遊覧を行ったり、お客様がゴルフ場に行くときにはゴルフ場まで運んだり、そういうことをするそうで

す。 

 ただし、当該地からお客様を乗せるわけではなくて、お台場とか、そういったところまで行って、そこから乗せて、目的地まで運ぶと

いう意味では、平たく言えばヘリコプターを使ったあっせん業的な会社だというふうに理解しております。 

議長  ご意見よろしいですか。 

小池委員  もう１点の確認です。ということは、ここは俗に言う常時置き場所、車で言うところの駐車場みたいな理屈であって、ここで営業する

ということではないということなんですね。 

石山審査班長  駐機場だと聞いております。したがって、車でパイロットと、それから、○○○○の社員が、例えば、２人で行って、それに乗って運

ぶお客様のところまで行くと。昼間に限ってということでありましたけど、１日二、三回離着陸するというふうに聞いております。 

小池委員  わかりました。 
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議長  ほかにご質問、ご異議等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。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  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  ４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５ページです。 

 １につきましては、東船橋に在住の申請人が、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３筆、４，３０５平方メートルの内、生産緑地の指定を受けている駿河台の畑２筆、２，３２２平方メートルにつ

いて、市長に買取り申出を行うため、証明願が提出されました。 

 事務局により事情聴取及び１月１６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。 

 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  なければ、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。 
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局長  平成３０年度第９次農用地利用集積計画について、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号議案につきましては、平成３０年度第９次農用地利用集積計画についてでございます。議案書は６ページから８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２筆、１，４５１平方メートルに賃借権５年を新規に設定するものです。 

 また、２から７は、更新による継続の契約についてでございます。 

 ２は大穴南の畑２筆、３，８８７平方メートルに賃借権３年。 

 ３は大神保町の畑２筆、１万１，６９２平方メートルに賃借権３年。 

 ４は神保町の畑１筆、９，２７４.６１平方メートルに賃借権１年。 

 ５は金堀町の田３筆、１，５５７平方メートルに賃借権３年。 

 ６は神保町の畑１筆、２，７３７平方メートルに使用貸借権３年。 

 ７は二和東及び三咲の畑２３筆、１万８，２２８.９４平方メートルに賃借権３年。 

 以上をそれぞれ設定するものです。 

 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、ご質問、ございますでしょうか。 

土橋委員  １ついいですか、質問。７番のこの２枠は梨畑か何かですか。 

事務局  畑です。 
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土橋委員  ３６万４，０００円、随分すごいな。はい、いいです。 

議長  よろしいですか。 

  （「はい」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９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。 

 局長。 

局長  相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について、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号議案につきましては、「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について」でございます。 

 議案書は９ページです。 

 相続税納税猶予の特例適用を受け、２０年間の営農の継続により納税が免除される者について、千葉西税務署長から、該当する農地の

利用状況について、確認書の提出が求められたものです。 

 確認内容としましては、１つが、自ら所有し、農地として使用している。 

 ２つ目が、自ら農地としては使用していない。 

 ３、譲渡等により、現在所有していないの３つから選択して回答するというものです。 

 これを受け、１月に事務局にて現地調査及び所有者への事情聴取を行いました。相続人の住所氏名、農地を相続した日と免除の予定日、

また該当する農地の所在、筆数、面積につきましては、議案書のとおりとなります。 

 これらの農地が適切に耕作されていることを確認しましたので、該当農地について「自ら農地として使用している」として、回答する

ことをお諮りするものです。 

 以上です。 
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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、相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について、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。 

 続いて、事務局より報告がございます。 

事務局  それでは、私から報告事項についてご説明いたします。 

 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１０ページにあるとおり、２件の届出

を受理いたしました。 

 なお、あっせんの希望はありませんでした。 

 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１１ページから１５ページに記載のとおり、１２月中に１

８件の届出を受理いたしました。 

 次に報告事項の３です。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１６ページから２５ページに記載のとおり、１２

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。 

 続きまして、報告事項の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２６ページに記載のとおり、

１件の届出を受理いたしました。 

 報告事項の５、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２７ページに記載のとおり、１件の届出を受

理いたしました。 

 次に報告事項の６、転用許可に伴う工事完了報告について、議案書２８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
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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。 

 次に報告事項の７、農地の転用事実に関する照会について、議案書２９ページに記載のとおり、２件を局長専決として回答いたしまし

た。 

 報告事項の８、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３０ページに記載のとおり、５件の行為の制限の解除がなさ

れ、市長より通知がありましたので報告いたします。 

 最後に報告事項の９、１２月１１日に実施いたしました本年度第３回の農地パトロールの結果につきましては、お配りした資料のとお

りです。なお、違反転用案件につきましては、１月１０日に土地所有者に対し事情聴取を行い、是正計画書を提出するように指導いたし

ました。 

 私からの説明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した。       （ ３時２０分） 

 続いて事務連絡をお願いいたします。 

次長  ―――――――――   事務連絡   ――――――――― 

議長  続いて、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２３分第２回農業委員会総会の閉会を宣言した。 

 

 

 

 


