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１．開催日時  令和２年６月１０日（水） 

        午後２時００分から午後３時３０分 

 

２．開催場所  成田市役所 ６階 大会議室 

 

３．定数及び現員  定数１９名 現員１９名 

 

４．出席委員  １７名 

議長  小 川 明 一    ９番  北 﨑 順 一 

１番  金 杉 好 雄   １０番  鈴 木 賢 司 

２番  小 川   繁   １１番  瀧 澤 きみ子 

３番  髙 木 久 男   １２番  椎 名 和 正 

４番  石 井 孝 和   １３番  檜 垣 金 一 

５番  石 原   滿   １５番  諏 訪 惠 昨 

６番  山 口 敬 司   １６番  櫻 井 久 夫 

７番  根 本 正 康   １７番  秋 山 皓 一 

８番  櫻 井 浩 子    

       

５．欠席委員   ２名  

１４番  加 瀨 雅 英   １８番  石 川 清 一 

     

        

６．議事日程等 

第１ 議事録署名人の選出 

第２ 会議書記の任命 

第３ 議案第１号 成田市農地利用最適化推進委員の委嘱について 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第５号 令和２年度第４次農用地利用集積計画の決定について 

議案第６号 「令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」 

及び「令和２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 
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報告第１号 専決処分について 

報告第２号 農地法第３条の規定による許可申請の取下願について 

報告第３号 農地法第５条の規定による許可申請の取下願について 

報告第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第５号 農地法の許可を要しない農地転用について 

報告第６号 農地等の現況に関する照会について 

 

 

７. 出席した農業委員会事務局職員 

事 務 局 長  神 崎 良 浩 

  振 興 係 長  櫻 井  哲 

農 地 係 長  平 山 恒 雄 

  主     査  髙 木 信 一 

  副  主  査  鈴 木 達 也  
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○議長 ただ今の出席委員は、１７名です。 

  欠席委員は、１４番 加瀨雅英委員、１８番 石川清一委員です。定足数に達して

おりますので、ただ今から第３６回成田市農業委員会総会を開会し、直ちに会議に入

ります。 

議案の審議に先立ちまして、５月の総会以降の農業委員会業務につきましては、お

手元に配布しました「諸般の報告」のとおりでございます。ご了承願います。 

次に、議事録署名人の選出でございますが、慣例により、議長において、１７番 秋

山皓一委員、１番 金杉好雄委員の両名を指名いたします。 

また、書記に櫻井振興係長を任命します。 

 

○議長 それでは、本日提案されます議案及び報告につきましては、 

議案第１号 成田市農地利用最適化推進委員の委嘱について 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第５号 令和２年度第４次農用地利用集積計画の決定について 

議案第６号 「令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」及び 

「令和２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 

報告第１号 専決処分について 

報告第２号 農地法第３条の規定による許可申請の取下願について 

報告第３号 農地法第５条の規定による許可申請の取下願について 

報告第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第５号 農地法の許可を要しない農地転用について 

報告第６号 農地等の現況に関する照会について 

以上、議案６件、報告６件でございます。 

 

○議長 それでは、議案第１号、成田市農地利用最適化推進委員の委嘱については、農

業委員会等に関する法律第３１条第１項の規定により、根本正康委員は議事に参与で

きませんので暫時退室願います。 

  （根本正康委員 退室） 

○議長 それでは、議案第１号、成田市農地利用最適化推進委員の委嘱について、を提

案いたします。事務局より説明をお願いします。 
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 (神崎事務局長の挙手あり) 

○議長 神崎事務局長 

○神崎事務局長 ３ページをお開き願います。  

議案第１号、成田市農地利用最適化推進委員の委嘱について、でございます。 

農業委員会等に関する法律の改正により、農地利用最適化推進委員が平成２８年度

から新設され、同法第１７条第１項により、農業委員会が委嘱すると規定されている

ため、２月１７日から３月２７日までの４０日間、市ホームページや広報なりた２月

１５日号等で周知を図り、推進委員の募集を行ったところ、２２人の定数に対し、２

２人の推薦がございました。いずれも所属する団体から推薦を受けた２２人で、募集

期間の中間と終了後に、推薦及び応募の状況を市ホームページで公表しております。 

候補者の選考につきましては、本来であれば、成田市農地利用最適化推進委員の選

任に関する要綱に基づき、農地利用最適化推進委員候補者選考委員会を開催し選考す

るところではございますが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言された

こと、また、定数と同数の推薦を各担当区域からいただいたこともあり、書面による

選考を４月２４日に行いました。結果、２２人全員が適正な候補者であるとして選考

をいただきました。よって、４ページの候補者名簿に記載の２２人を農地利用最適化

推進委員の候補者として選考しましたので、成田市農業委員会の承認を求めるもので

ございます。 

いずれの方々も、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、地域からの信

望も厚く、農地利用最適化推進委員として適任であると思われます。 

なお、候補者の詳細につきましては、５ページから７ページに、募集期間終了後に

市ホームページで公表しました資料を載せてございますので、ご参照ください。 

以上で議案第１号、成田市農地利用最適化推進委員の委嘱について、の説明を終わ

らせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長 ただ今の説明に関連して、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(檜垣第２小委員長の挙手あり) 

○議長 檜垣第２小委員長 

○小委員長 去る６月４日、午後１時から、４０２階議室におきまして、第２小委員会

を開催いたしました。委員６名の出席により、本総会に提案される各議案につきまし

て、現地調査、及び事前審査を行いました。 

それでは、報告に入ります。 

議案第１号、成田市農地利用最適化推進委員の委嘱につきましては、 特に質疑は

なく、審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 
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○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

(異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、議案第１号、成田市農地利用最適化推進委

員の委嘱について、を採決いたします。 

  本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 挙手全員でございます。よって、本案は可決されました。 

  以上で、議案第１号の審議を終わらせていただきます。 

退室されていた委員の入室をお願いします。 

   （根本正康委員 入室） 

 

○議長 それでは、議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請について、を議題

とします。事務局より説明をお願いします。 

(神崎事務局長の挙手あり) 

○議長 神崎事務局長 

○神崎事務局長 ８ページでございます。 

  議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請について、でございます。全体で

３件の申請がございました。 

  ①売買でございます。３件の申請がございました。 

  １番と２番は同一の譲受人による申請であり関連がございますので、一括してご説

明いたします。押畑にお住いの譲受人が、１番は、押畑にお住いの譲渡人が所有する、

押畑の田（現況：畑）１筆、１６５㎡を、２番は、美郷台２丁目にお住いの譲渡人が

所有する田（現況：畑）１筆、１２４㎡を、売買により取得したいという申請でござ

います。 

  譲受人の事由は「経営規模を拡大するため、自宅から近く耕作に交通の便利な農地

を取得したい」というもので、取得後は自ら耕作する旨の確約書が添付されておりま

す。譲渡人の事由については、１番は、「高齢により農作業が困難なため、申請地を譲

渡したい」、２番は、「後継者がいないため、申請地を譲渡し、経営規模を縮小したい」

というもので、総会資料の１ページに案内図がございます。 

  ９ページをお開き願います。 

  ３番、下方にお住いの譲受人が、裁判所から選任を受けた千葉市中央区に事務所を

構える相続財産管理人が管理する、下方の田２筆、合計１，５９９㎡を、売買により

取得したいという申請でございます。譲受人の事由は「経営規模を拡大するため、自
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宅から近く、耕作に便利な申請地を取得したい」というもので、取得後は自ら耕作す

る旨の確約書が添付されております。譲渡人の事由については、「所有者死亡後、相続

人全員が相続放棄した。相続債務である滞納市税を支払うため換価したい」というも

ので、総会資料の２ページに案内図がございます。 

  以上で議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請について、の説明を終わら

せていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長 続きまして、議案第２号①売買について審議いたします。法令に基づく詳細な

説明をお願いします。 

(髙木主査の挙手あり) 

○議長 髙木主査 

○髙木主査 ３条①売買の１番及び２番につきましては、同一の譲受人の案件となりま

すので、まとめてご説明いたします。提出されました許可申請書及び添付書類等を事

前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効率的に利用して耕作の

事業を行うこと」及び第５号の「経営面積の合計が５０ａ以上であること」について

は、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり要件を満たしております。 

許可基準第７号の「地域との調和要件」ですが、売買の１番及び２番は、登記地目

田、現況畑２筆を取得し、コスモスを作付したいという営農計画です。 

取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから売買の１番及び２番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場合に

当てはまらないと判断いたしました。 

なお、認定農業者ではありません。以上でございます。 

３条①売買の３番につきましては、提出されました許可申請書及び添付書類等を事

前調査しましたところ、許可基準第１号の「農地のすべてを効率的に利用して耕作の

事業を行うこと」及び第５号の「経営面積の合計が５０ａ以上であること」について

は、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり要件を満たしております。 

許可基準第７号の「地域との調和要件」ですが、売買の３番は、田２筆を取得し、

蕎麦を作付したいという営農計画です。 
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取得後において行う耕作の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集

団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障を生じないと判断されます。 

以上のことから売買３番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場合に当てはまら

ないと判断いたしました。 

なお、譲受人は認定農業者です。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明に関連して、①売買の１番と２番については、同一の譲受人が、

農地を取得する案件ですので一括して審議いたします。１番と２番について小委員長

より小委員会報告をお願いします。 

(檜垣小委員長の挙手あり) 

○議長 檜垣小委員長 

○小委員長 議案第２号、農地法第３条 ①売買の１番と２番につきましては、 

申請地は、県道成田安食線を北側に入った、大谷津球場の西にある農地で、畑とし

て耕作されておりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、①売買の１番と２番に関する、ご意見・

ご質問をお願いします。 

〇根本委員 購入後、何を作付けするのですか。また、譲受者はどんな機械を持ってい

ますか。 

〇髙木主査 営農計画には、コスモスを作付けするということでした。保有機械につき

ましては、トラクター１台、草刈り機３台、肥料噴霧器１台、軽トラ１台を所有して

します。 

〇根本委員 現況は畑としているとのことだが、何を作っているのですか。 

〇髙木主査 現況は、半分は自家消費用とみられる露地野菜を作っており、半分は更地

になっています。 

〇根本委員 ３条で購入すると何年かの縛りがありますよね。この場所は公共事業用地

ではなかったですか。 

〇髙木主査 ３条で購入後、原則３年３作の指導をしております。公共事業については

確認しておりません。 

〇根本委員 今、譲受人の年齢はいくつですか。 

〇髙木主査 現在、７６歳になりました。 

〇櫻井委員 子供はいますか。 

〇髙木主査 世帯構成は、奥さんと２人暮らしです。 
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〇根本委員 自宅からはどのくらいですか。 

〇髙木主査 申請書には、自宅から１．７Km、車で３分の距離だそうです。詳しくは案

内図をご覧ください。 

○議長 ほかにありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の１番と２番の採決をいたします。

なお、採決は案件ごとに行います。まず、①売買の１番について小委員長報告のと 

おり、賛成の委員の挙手を求めます。 

(挙手多数） 

○議長 挙手多数でございますので、よって、①売買の１番は可決されました。 

次に、①売買の２番を採決いたします。 

本案について小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

(挙手多数） 

挙手多数でございます。よって、①売買の２番は可決されました。 

○議長 次に、①売買の３番を、審議いたします。小委員長より小委員会報告をお願い

します 

(檜垣小委員長の挙手あり) 

○議長 檜垣小委員長 

○小委員長 議案第２号、農地法第３条 ①売買の３番につきましては、 

申請地は、市道下方酒々井線を北側に入った、公津スポーツ広場の南西にある農地

で、田として管理されておりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、①売買の３番に関する、ご意見・ご質問

をお願いします。 

(異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、①売買の３番を採決いたします。小委員長

報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 挙手全員でございます。よって、①売買の３番は可決されました。 

以上で、議案第２号の審議を終わらせていただきます。 

 

○議長 次に、議案第３号、農地法第４条の規定による許可申請について、を提案いた

します。事務局より説明をお願いします。 
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(神崎事務局長の挙手あり) 

○議長 神崎事務局長 

○神崎事務局長 １０ページでございます。 

  議案第３号、農地法第４条の規定による許可申請について、でございます。 

  １件の申請がございました。 

  １番、宗吾２丁目にお住いの申請人が、宗吾２丁目の畑（現況：雑種地）１筆の一

部、４．２２㎡を、長屋住宅用地として、転用したいという申請でございます。 

  総会資料３ページに案内図、４ページに公図の写しがございます。 

以上で議案第３号、農地法第４条の規定による許可申請について、の説明を終わら

せていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長 続きまして、農地法第４条の１番について、法令に基づく詳細な説明をお願い

します。 

(鈴木副主査の挙手あり) 

○議長 鈴木副主査 

〇鈴木副主査  ４条の１番です。 

農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団農地のため、第２種農地

に該当します。 

  転用目的は、長屋住宅用地です。 

資力及び信用については、融資見込証明書が添付されております。 

また、申請に係る農地は、既に駐車場として使用されております。申請人より、平

成２３年５月頃に許可を得ずに工事を行ってしまった、今後、このようなことがない

よう法を順守する旨の始末書が添付されています。 

申請の用途に供することの確実性については、令和２年７月２０日着手、令和２年

１２月２０日完了の予定です。 

行政庁の許認可等の見込みについて、都市計画法につきましては、開発行為許可申

請書が近日中に提出される予定です。 

  計画面積の妥当性については、事業計画書及び土地利用計画図を審査した結果、妥

当な面積であると判断しました。 

  周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、雨水浸

透桝を設置しオーバーフロー分を道路側溝に放流する計画です。 

また、農業用の用排水施設への支障、集団的に存在する農地の分断、日照及び通風

等への支障はありません。 

その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 
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○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いします 

(檜垣第２小委員長の挙手あり) 

○議長 檜垣第２小委員長 

○小委員長 議案第３号 農地法第４条の１番につきましては、 

  申請地は、宗吾霊堂の北、市道宗吾台方線の東側に隣接する農地で、現況は既に駐

車場として使用されておりました。 

  審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、農地法第４条の１番に関する、ご意見・

ご質問をお願いします。 

    (異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、農地法第４条の１番を採決いたします。 

本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第４条の１番は可決されました。 

以上で、議案第３号の審議を終わらせていただきます。 

 

○議長 次に、議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請について、を提案いた

します。事務局より説明をお願いします。 

(神崎事務局長の挙手あり) 

○議長 神崎事務局長 

○神崎事務局長 １１ページをお開き願います。 

  議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請について、でございます。 

  全体で５件の申請がございました。①売買でございます。３件の申請がございまし

た。 

  １番、ウイング土屋にお住いの譲受人が、押畑にお住いの譲渡人が所有する押畑の

畑１筆、３２２㎡を売買により取得し、専用住宅用地として、転用したいという申請

でございます。総会資料５ページに案内図、６ページに公図の写しがございます。 

  ２番、譲受人である香取市の法人が、前林にお住いの譲渡人が所有する前林の畑１

筆、１，６１３㎡を売買により取得し、資材置場用地として、転用したいという申請

でございます。総会資料７ページに案内図、８ページに公図の写しがございます。 

  ３番、譲受人である印旛郡酒々井町の法人が、市川市にお住いの譲渡人が所有する

津富浦の畑（現況：雑種地）２筆、合計３８２㎡を売買により取得し、資材置場拡張

用地として、転用したいという申請でございます。総会資料９ページに案内図、１０
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ページに公図の写しがございます。 

  １２ページでございます。 

②使用貸借権の設定でございます。１件の申請がございました。 

１番、大竹にお住いの借受人が、同じく大竹にお住いの貸付人が所有する、大竹の

畑１筆の一部、０．１５㎡に使用貸借権を設定し、営農を継続しながら設置する太陽

光発電施設の支柱部分として、一時転用したいとする申請でございます。国からの通

知により示された３年以内を期間とする一時転用期間が満了するにあたり、新たに３

年間の一時転用の許可申請がございました。総会資料１１ページに案内図、１２ペー

ジに公図の写しがございます。 

  ③賃借権の設定でございます。１件の申請がございました。 

１番、賃借人である岐阜県岐阜市の法人が、押畑にお住いの賃貸人が所有する、押

畑の畑（現況：雑種地）２筆、合計２５３㎡に賃借権を設定し、普通車１１台分の駐

場用地として、転用したいという申請でございます。総会資料１３ページに案内図、

１４ページに公図の写しがございます。 

  以上で議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請について、の説明を終わら

せていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長 続きまして、①売買の１番について、法令に基づく詳細な説明をお願いします。 

    (鈴木副主査の挙手あり) 

○議長 鈴木副主査  

○鈴木副主査 ５条①売買の１番です。 

農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団農地のため、第２種農地

に該当します。 

転用目的は、専用住宅用地です。 

  資力及び信用については、残高証明書が添付されており、信用性について問題とな

る点は認められません。 

また、申請に係る農地の一部は、既に駐車場用地として使用されております。申請

人より、農地法の申請が必要であること知らず、駐車場として使用してしまったこと

を深く反省している、以後、法を遵守する旨の念書が添付されています。 

申請の用途に供することの確実性については、令和２年７月１日着手、令和３年３

月３１日完了の予定です。 

  行政庁の許認可等の見込みについて、都市計画法につきましては、令和２年５月２

１日付で開発行為許可申請書が提出されております。 

道路法につきましては、令和２年５月２１日付で道路工事施行承認申請書が発行さ
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れております。 

  申請に係る農地以外の土地を利用できる見込みについて、造成協力地は申請者所有

地であり問題はありません。 

  計画面積の妥当性については、３２２平方メートルの敷地に、建築面積約１２７．

５６平方メートルの専用住宅を設ける計画であり、指針に示す基準の範囲内であり、

かつ一般専用住宅の上限である、おおむね５００平方メートルを下回っていることか

ら妥当な計画面積となっております。 

  周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、宅地内

に雨水マスを設置し、オーバーフロー分を道路側溝へ放流する計画です。 

また、農業用の用排水施設への支障、集団的に存在する農地の分断、日照及び通風

等への支障はありません。 

その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(檜垣第２小委員長の挙手あり) 

○議長 檜垣第２小委員長 

○小委員長 議案第４号 農地法第５条①売買の１番につきましては、 

  申請地は、国道 408 号線から、押畑郵便局を西側に抜けた先にある農地で、現況は

耕作されておらず、一部砕石が敷かれていました。 

  審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして, ①売買の１番に関するご意見・ご質問を

お願いします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、農地法第５条①売買の１番を採決いたしま

す。本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

(挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条①売買の１番は可決されました。 

続きまして、農地法第５条①売買の２番について、法令に基づく詳細な説明をお願

いします。 

(鈴木副主査の挙手あり) 

○議長 鈴木副主査  

○鈴木副主査 ５条①売買の２番です。 

  農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団農地のため、第２種農地

に該当します。 
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  転用目的は、資材置場用地です。 

  資力及び信用について、残高証明書が添付されており、信用性について問題となる

点は認められません。 

  申請の用途に供することの確実性については、令和２年７月３１日着手、令和２年

８月１０日完了の予定です。 

  申請に係る農地以外の土地を利用できる見込みについて、進入口となる土地につい

て、所有者の了承を得ております。 

  計画面積の妥当性については、農地面積１，６１３平方メートルに、販売する中古

のコンテナを置いておくための敷地で、事業計画書及び土地利用計画図を審査した結

果、妥当な面積であると判断しました。 

  周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、申請に

係る農地はほぼ平坦な土地なので、敷地内で浸透処理とする計画です。 

また、農業用の用排水施設への支障、集団的に存在する農地の分断、日照及び通風

等への支障はありません。 

その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(檜垣第２小委員長の挙手あり) 

○議長 檜垣第２小委員長 

○小委員長 議案第４号 農地法第５条①売買の２番につきましては、 

  申請地は、県道成田小見川鹿島港線から北側に入り、市道宿ノ台中央線と交差する

地点の東側にある農地で、現況は耕作されておらず、１メートル程度の草が生えてお

りました。 

  審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして, ①売買の２番に関するご意見・ご質問を

お願いします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、農地法第５条①売買の２番を採決いたしま

す。本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

(挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条①売買の２番は可決されました。 

続きまして、農地法第５条①売買の３番について、法令に基づく詳細な説明をお願

いします。 

(鈴木副主査の挙手あり) 
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○議長 鈴木副主査  

○鈴木副主査 ５条①売買の３番です。 

  農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団農地のため、第２種農地

に該当します。 

  転用目的は、資機材置場拡張用地です。 

  信用について、申請に係る農地は平成２６年から既に資機材置場として使用してお

り、農地法に関して全く知識を備えていなかったとのことで、今後は、このようなこ

とを繰り返さないよう十分に留意する旨の始末書が添付されています。 

  計画面積の妥当性については、農地面積３８２平方メートル、宅地、山林等、約９

７２平方メートル、全体で約１，３５４平方メートルの敷地に、リサイクル業、解体

業を行うための重機、トラック、コンテナ等の置場として使用する計画で、事業計画

書及び土地利用計画図を審査した結果、妥当な面積であると判断しました。 

  周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、申請に

係る農地はほぼ平坦な土地なので、敷地内自然浸透で処理する計画です。 

また、農業用の用排水施設への支障、集団的に存在する農地の分断、日照及び通風

等への支障はありません。 

その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(檜垣第２小委員長の挙手あり) 

○議長 檜垣第２小委員長 

○小委員長 議案第４号 農地法第５条①売買の３番につきましては、 

  申請地は、津富浦二多目的集会施設の北東、市道木浦沼田線の北側にある農地で、

現況は既に資機材置場として使用されておりました。 

 審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして, ①売買の３番に関するご意見・ご質問を

お願いします。 

〇秋山委員 公図の中で名前が違うようですが。 

〇高木主査 申し訳ありません。公図のチェック漏れです。現在の公図では譲渡人の名

前になっております。 

〇櫻井委員 今回も後から始末書を付けているようですが、始末書だけで変更できるの

ですか。 

〇髙木主査 今現在は、違反転用の状況です。今回もそうですが、話を聞いたら先ず、

農地に戻せないかを確認します。業務で使用しているならば、一度農地に戻すことに
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よって業務に支障が起きてしまいます。だから今のまま使い続けたいとなります。よ

って次に農地転用の許可申請をかけられるかを考えます。要件別に考えます。農地区

分で、可能かどうかです。いろいろな要件の中で許可にすることができそうな案件な

らば、追認ということで始末書を付けていただいて手続きをします。要件に当てはま

らないものについては、違反の指導をしていきます。「農地に戻してください。」戻さ

なければ、代執行や告発などの重い手続きに進んでいきます。場所によってご相談い

ただければと思います。 

  農地に戻せるのならば戻してもらうのが一番です。始末書を付ける必要もありませ

んし、そしてロータリーをかけてもらい耕作可能な状態に復帰してもらいます。 

○議長 ほかにありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、農地法第５条①売買の３番を採決いたしま

す。本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

(挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条①売買の３番は可決されました。 

続きまして、農地法第５条②使用貸借権の設定の１番について審議いたします。法

令に基づく詳細な説明をお願いします。 

(鈴木副主査の挙手あり) 

○議長 鈴木副主査  

○鈴木副主査 ５条②使用貸借権の設定の１番です。 

 農地の区分は、農用地区域内にある農地に該当します。農用地区域内の農地は原則

として許可をすることができないとされていますが、今回の申請は、３年以内の一時

的な利用でその必要性も認められるため、例外的に許可できる場合に該当します。 

  転用目的は、営農を継続する太陽光発電施設用地です。なお、この申請は支柱部分

のみの面積を３年以内の一時転用扱いとするものです。 

  申請の用途に供することの確実性について、今回の申請は、平成２７年６月１５日

当初に一時転用許可を受けて設置した施設の期間を、更に３年間延長するものである

ため問題はありません。 

  周辺農地の営農への支障について、事業は平成２７年に許可を受けて行われている

もので、土砂の流出、農業用の用排水施設への支障、集団的に存在する農地の分断、

日照及び通風等への支障はありません。 

 一時転用である場合の妥当性については、転用目的、期間等、特に問題は認められま

せん。 
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その他の検討事項について、通常の営農における、平均収量の８０パーセントが確

保されているかについてですが、まず、作付作物についてはブラックベリーを栽培し

ております。現在のブラックベリーは、平成２９年３月に苗を植えたもので、収穫量

としては昨年度比およそ２倍の１１９キログラムとなり、平均収量に対し約６０パー

セントの実績でした。今後も管理を徹底し、今までの経験を生かして今年度以降の収

穫量増加に向けて準備を行っていくとのことです。事務局で面接した結果、営農への

努力も伺えることから問題ないと判断しました。なお、審議対象となる営農型発電設

備の下部の農地面積については約５２７平方メートルとなっております。 

以上でございます。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(檜垣第２小委員長の挙手あり) 

○議長 檜垣第２小委員長 

○小委員長 議案第４号、農地法第５条 ②使用貸借権の設定の１番につきましては、 

申請地は、坂田ヶ池総合公園の南西、市道大竹林畑線の西側に隣接している農地で、

現況は既に営農型太陽光発電施設として利用されており、太陽光パネルの下部は、畑

として管理されていました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして, ②使用貸借権の設定の１番に関するご意

見・ご質問をお願いします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、農地法第５条②使用貸借権の設定の１番を

採決いたします。本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めま

す。 

(挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条②使用貸借権の設定の１番は可

決されました。 

続きまして、③賃借権の設定の１番について審議いたします。法令に基づく詳細な

説明をお願いします。 

(鈴木副主査の挙手あり) 

○議長 鈴木副主査  

○鈴木副主査 ５条③賃借権の設定の１番です。 

 農地の区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団農地のため、第２種農地

に該当します。 
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 転用目的は、駐車場、普通車１１台分の拡張用地です。 

 資力及び信用については、賃料に係る残高証明書が添付されております。 

 また、申請に係る農地は、既に駐車場用地として使用されております。申請人より、

農地であることを失念し、駐車場として使用、賃貸借してしまったことを深く反省し

ている、以後、法を遵守する旨の始末書が添付されています。 

 計画面積の妥当性については、駐車場への転用は、普通車１台当たり２５から３０

平方メートルという面積基準があります。有効面積の内１台当たりの面積は約２３平

方メートルのため、面積基準に鑑みて妥当な計画です。 

 周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、申請に

係る農地はほぼ平坦な土地で、砕石が敷かれ、敷地内の自然浸透で処理されておりま

す。隣接する農地への影響については、隣接農地の地盤面が高いため、雨水・土砂の

流出のおそれはありません。 

また、農業用の用排水施設への支障、集団的に存在する農地の分断、日照及び通風

等への支障はありません。 

その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(檜垣第２小委員長の挙手あり) 

○議長 檜垣第２小委員長 

○小委員長 議案第４号、農地法第５条 ③賃借権の設定の１番につきましては、 

申請地は、国道408号線から成田病院に至る道の北側にある農地で、現況は既に駐

車場用地として利用されておりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして, ③賃借権の設定の１番に関するご意見・

ご質問をお願いします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、農地法第５条③賃借権の設定の１番を採決

いたします。本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

(挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条③賃借権の設定の１番は可決さ

れました。 

  以上で、議案第４号の審議を終わらせていただきます。 

 

○議長 次に、議案第５号、令和２年度第４次農用地利用集積計画の決定について、を
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提案いたします。事務局より説明をお願いします。 

 (神崎事務局長の挙手あり) 

○議長 神崎事務局長 

○神崎事務局長 １３ページをお開き願います。 

  議案第５号、令和２年度第４次農用地利用集積計画の決定について、でございます。

成田市長より農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により１４ページのとおり、 

令和２年度第４次農用地利用集積計画（案）の協議がありましたので、提出いたしま 

す。 

  計画の概略につきまして、１５ページの総括表により、ご説明いたします。なお、

詳細の農用地利用集積計画一覧表(案)につきましては、１６ページをご覧ください。 

 それでは、１５ページをお開き願います。 

 １－１利用権設定でございます。賃借権でございます。 

  契約期間２年９ヵ月のものが、１１，２８１㎡、畑５筆１件で、詳細は１６ページ

の１番でございます。 

  契約期間３年のものが、１，０００㎡、田１筆１件で、詳細は１６ページの２番で

ございます。 

  契約期間５年のものが、１，０００㎡、田１筆１件で、詳細は１６ページの３番で

ございます。 

  契約期間１０年のものが、１０，３５３㎡、田１０筆１件、畑１筆１件で、詳細は

１６ページの４番と５番でございます。 

  合計の契約面積は、２３，６３４㎡、田１２筆３件、１０，７７９㎡、畑６筆２件、

１２，８５５㎡でございます。  

内訳につきましては、すべて再設定で、契約面積２３，６３４㎡、田１２筆３件、

１０，７７９㎡、畑６筆２件、１２，８５５㎡でございます。 

  この計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると思

われます。 

  以上で、議案第５号、令和２年度第４次農用地利用集積計画の決定について、の説

明を終わらせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(檜垣第２小委員長の挙手あり) 

○議長 檜垣第２小委員長 

○小委員長 議案第５号 令和２年度第４次農用地利用集積計画の決定につきましては、 

 特に質疑はなく、審査の結果、異議はございませんでした。 
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 以上でございます。 

○議長 ただいまの報告及び説明につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、議案第５号 令和２年度第４次農用地利用

集積計画の決定について、を採決いたします。 

本案について、小委員の報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 挙手全員でございます。よって、本案は可決されました。 

  以上で、議案第５号の審議を終わらせていただきます。 

 

○議長 次に、議案第６号、次に議案第６号令和元年度の目標及びその達成に向けた活

動の点検・評価」及び「令和２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、を提案いたします。事務局より説明をお願いします。 

(神崎事務局長の挙手あり) 

○議長 神崎事務局長 

○神崎事務局長 １７ページをお開き願います。 

  議案第６号、「令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」及び「令

和２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。 

 議案の内容は、昨年の令和元年６月１１日に開催された第２４回総会で可決された

「令和元年度の目標及びその達成に向けた活動計画」の実施状況を点検・評価し、「令

和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画」を策定するものでございます。 

 １８ページでございます。初めに「平成３１（令和元）年度の目標及びその達成に

向けた活動の点検・評価」でございます。 

 Ⅰ．農業委員会の状況については、１．農業の概要については、農林業センサスに

基づき記載しました。２．農業委員会の現在の体制については、農業委員及び農地利

用最適化推進委員の皆様の状況を記載いたしました。 

 １９ページをお開き願います。 

  Ⅱ．担い手への農地の利用集積・集約化については、令和元年度の集積目標に対す

る実績は８７．７％と、農地中間管理事業及び農地利用集積円滑化事業の活用により

概ね目標面積の集積が図られた。活動に対する評価については、農業委員及び農地利

用最適化推進委員による利用調整活動や人・農地プランを策定した地域を中心に農地

中間管理事業を活用することで集積が活性化した、と記載いたしました。 

２０ページでございます。 
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  Ⅲ．新たな農業経営を営もうとする者の参入促進については、令和元年度の実績は、

参入目標の５経営体に満たない３経営体、参入実績面積は１．７ｈａでした。 

  ２１ページをお開き願います。 

  Ⅳ．遊休農地に関する措置に関する評価については、農地法第３０条の規定に基づ

く現地確認の結果を踏まえ、その後の利用意向調査の結果を記載いたしました。令和

元年度の実績は、解消目標２０ｈａに対して解消実績は、２７．４ｈａで、達成状況

としては、１３７％となり、解消目標を達成することができました。活動に対する評

価といたしまして、７月から１０月に農地利用最適化推進委員による利用状況調査に

より、新規に発見された遊休農地について、利用意向調査を実施するなど、遊休農地

解消に向け積極的に活動した、と記載いたしました。 

  ２２ページでございます。 

Ⅴ．違反転用への適正な対応については、現状及び課題を踏まえ、実績を記載いた

しました。なお、令和元年度実績については、年度中に新規発見された違反転用農地

については、すべて指導により解消された結果、増減はゼロとなっております。活動

に対する評価といたしまして、今後は継続指導している違反転用農地についても解消

できるように指導していく必要がある、と記載いたしました。 

２３ページから２５ページでございます。 

Ⅵ．農地法等によりその権限に属された事務に関する点検、Ⅶ．地域農業者等から

の主な要望・意見及び対処内容、Ⅷ．事務の実施状況の公表等につきましては、令和

元年度成田市農業委員会事業実績書等を基に、当委員会の実施状況を記載しておりま

す。 

 ２６ページでございます。 

  続きまして、令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画でございます。 

  Ⅰ．農業委員会の状況については、１．農家・農地等の概要については、農林業セ

ンサスに基づき記載いたしました。２．農業委員会の現在の体制については、現在の

農業委員の皆様の状況を記載いたしました。 

 ２７ページをお開き願います。 

 Ⅱ．担い手への農地の利用集積・集約化については、担い手の定義が認定農業者、

認定新規就農者、基本構想水準到達者とされているため、「農業経営基盤強化の促進に

関する基本的な構想『第４．効率的かつ安定的な農業経営を営む者』に対する目標値

を記載いたしました。 

  Ⅲ．新たな農業経営を営もうとする者の参入促進については、過去３か年の実績を

踏まえた数値を目標として記載いたしました。 
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 ２８ページでございます。 

  Ⅳ．遊休農地に関する措置については、農業利用最適化委員が農地法第３０条の規

定に基づく現地確認を行った結果を踏まえ、草刈等で解消可能と判断された農地の５％

に当たる面積の解消を目標として記載いたしました。 

  Ⅴ．違反転用への適正な対応については、現状及び課題を踏まえ、令和元年度の活

動計画を記載いたしました。 

○議長 ただ今の説明に関連して、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(檜垣第２小委員長の挙手あり) 

○議長 檜垣第２小委員長 

○小委員長 議案第６号 「令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」 

及び「令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画」の策定については、特に質

疑はなく、審査の結果、異議はございませんでした。 

  以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、議案第６号、「令和元年度の目標及びその達

成に向けた活動の点検・評価」及び「令和２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、を採決いたします。 

  本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

   （挙手全員） 

○議長 挙手全員でございます。よって、本案は可決されました。 

 以上で、議案第６号の審議を終わらせていただきます。 

 

○議長 次に、報告第１号、専決処分について、を議題とします。 

事務局より説明をお願いします。 

(神崎事務局長の挙手あり) 

○議長 神崎事務局長 

○神崎事務局長 ２９ページをお開き願います。 

報告第１号、専決処分について、でございます。成田市農業委員会事務局処務規程

第７条第１項の規定により専決処分をしましたので報告いたします。 

 ３０ページでございます。 

①農地法第３条の３第１項の規定による届出でございます。３件の届出がございま

した。この届出は、相続等により農地の権利を取得した場合の届出でございます。内
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容につきましては、記載のとおりでございます。書類を受理し、専決処分をいたしま

した。 

３１ページをお開き願います。 

②農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出でございます。４件の届出

がございました。この届出は、市街化区域内の農地の所有者が、自ら農地を転用する

場合の届出でございます。内容につきましては、記載のとおりでございます。添付書

類も含め完備しておりましたので、書類を受理し、専決処分をいたしました。 

３２ページと３３ページでございます。 

③農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出でございます。５件の届出

がございました。この届出は、市街化区域内の農地を、所有者以外の者が、権利の移

転や設定を受けて、転用する場合の届出でございます。 

  内容につきましては、記載のとおりでございます。添付書類も含め完備しておりま

したので、書類を受理し、専決処分をいたしました。 

  ３４ページでございます。 

④転用事実確認証明でございます。４条で１件の証明願がございました。この証明

は、転用の許可や届出後に申請内容どおり転用が完了しているかどうかを確認して、

証明書を交付しているものでございます。 

  内容につきましては、記載のとおりでございます。添付書類も含め完備しており、

事務局職員が転用事実について現地調査したところ、記載内容のとおりでしたので、

事務局長専決により証明書を交付いたしました。 

  以上で、報告第１号、専決処分について、を終わらせていただきます。よろしくお

願いいたします。 

○議長 ただ今の説明に関連して、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(檜垣第２小委員長の挙手あり) 

○議長 檜垣第２小委員長 

○小委員長 報告第１号 専決処分につきましては、質問等は、ございませんでした。

以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

(なしの声あり) 

○議長 質問等がないようですので、報告第１号を終了させていただきます。 

 

○議長 次に、報告第２号、農地法第３条の規定による許可申請の取下願について、を

議題とします。事務局より説明をお願いします。 
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 (神崎事務局長の挙手あり) 

○議長 神崎事務局長 

○神崎事務局長  ３５ページをお開き願います。 

  報告第２号、農地法第３条の規定による許可申請の取下願について、でございます。 

  ①使用貸借権の設定で１件ございました。 

  １番、前林にお住いの借受人が、同じく前林にお住いの貸付人が所有する、前林の

畑２筆、合計５，３３８㎡に使用貸借権を設定したいという申請について、取下願が

提出されましたので、ご報告いたします。 

  本件は先月の第３５回総会において、継続審議となっていた案件でしたが、借受人

の都合により、取下願が提出されたものでございます。 

 以上で報告第２号、農地法第３条の規定による許可申請の取下願について、を終わ

らせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(檜垣第２小委員長の挙手あり) 

○議長 檜垣第２小委員長 

○小委員長 報告第２号 農地法第３条の規定による許可申請の取下願につきましては、 

質問等は、ございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

(なしの声あり) 

○議長 質問等がないようですので、報告第２号を終了させていただきます。 

 

○議長 次に、報告第３号、農地法第５条の規定による許可申請の取下願について、を

議題とします。事務局より説明をお願いします。 

(神崎事務局長の挙手あり) 

○議長 神崎事務局長 

○神崎事務局長 ３６ページでございます。 

  報告第３号、農地法第５条の規定による許可申請の取下願について、でございます。 

  ①賃借権の設定で１件ございました。 

 １番、賃借人である横浜市鶴見区の法人が、賃貸人である古込の法人が所有する、

十余三の畑１筆、１，９２３㎡を賃借し、「臨時駐車場用地」として一時転用したいと

いう申請について、取下願が提出されましたので、ご報告いたします。 

  本件につきましては、本年４月の第３４回総会において許可相当で採決されました

が、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令により、計画していたオ



- 25 - 

 

ークションを中止したため、取下願が提出されたものでございます。 

  以上で報告第３号、農地法第５条の規定による許可申請の取下願について、を終わ

らせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長 ただ今の説明に関連して、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(檜垣第２小委員長の挙手あり) 

○議長 檜垣第２小委員長 

○小委員長 報告第３号 農地法第５条の規定による許可申請の取下願につきましては、 

質問等は、ございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の報告及び説明につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

(なしの声あり) 

○議長 質問等がないようですので、報告第３号を終了させていただきます。 

 

○議長 次に、報告第４号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、を議題

とします。事務局より説明をお願いします。 

    (神崎事務局長の挙手あり) 

○議長 神崎事務局長 

○神崎事務局長 ３７ページをお開き願います。 

  報告第４号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございます。３

件の通知がございました。賃借人及び賃貸人双方の合意に基づく賃貸借契約の合意解

約通知でございます。添付書類も含め完備しておりましたので、書類を受理いたしま

した。 

  以上で報告第４号、農地法第１８条第６項の規定による通知について、を終わらせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長 ただ今の説明に関連して、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(檜垣第２小委員長の挙手あり) 

○議長 檜垣第２小委員長 

○小委員長 報告第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきましては、 

質問等は、ございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

(なしの声あり) 

○議長 質問等がないようですので、報告第４号を終了させていただきます。 

 

○議長 次に、報告第５号、農地法の許可を要しない農地転用について、を議題としま
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す。事務局より説明をお願いします。 

    (神崎事務局長の挙手あり) 

○議長 神崎事務局長 

○神崎事務局長 ３８ページでございます。 

  報告第５号、農地法の許可を要しない農地転用について、でございます。 

  全体で２件の届出がございました。 

①農地法施行規則第５３条第１４号の規定による届出、認定電気通信事業者が行う

中継施設等の設置が１件ございました。携帯電話用無線基地局の建設に伴う届出で、

添付書類も含め完備しておりましたので、書類を受理いたしました。 

②千葉県農地転用関係事務指針の規定による、軽微な農地改良の届出が１件ござい

ました。この届出は、従前と同等以上の土砂を用いて農地に盛土を行う場合の届出で、

高さは１ｍ未満、面積は５００㎡未満、事業期間が３か月を超えないなどの要件がご

ざいます。添付書類も含め完備しておりましたので、書類を受理いたしました。 

  以上で報告第５号、農地法の許可を要しない農地転用について、を終わらせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

○議長 ただ今の説明に関連して、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(檜垣第２小委員長の挙手あり) 

○議長 檜垣第２小委員長 

○小委員長 報告第５号 農地法の許可を要しない農地転用につきましては、 

 質問等は、ございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

〇椎名委員 ②の届出ですが、盛土した土砂はどこから持ってきたのですか。 

〇平山農地係長 ４月の総会で成井の交差点のエービンで切土した土砂を一部使用して

おります。 

〇神崎事務局長 今後は委員の指摘通り発生元を確認してご報告できるようにいたしま

す。 

〇議長 ほかにありませんか。 

(なしの声あり) 

○議長 質問等がないようですので、報告第５号を終了させていただきます。 

 

○議長 次に、報告第６号、農地法の許可を要しない農地転用について、を議題としま

す。事務局より説明をお願いします。 

    (神崎事務局長の挙手あり) 
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○議長 神崎事務局長 

○神崎事務局長 ３９ページをお開き願います。 

  報告第６号、農地等の現況に関する照会について、でございます。 

①法務局の照会分として、千葉地方法務局成田出張所より３件、香取支局より１件、

合計４件の農地等の現況に関する照会がございました。運営委員会などの際に現地調

査を行っていただいた結果、記載内容のとおり回答しましたのでご報告いたします。 

なお、３番につきましては、所有者が支援措置対象者であるため、所有者の住所及

び氏名の記載を省略しておりますので、ご了承ください。 

  以上で報告第６号、農地等の現況に関する照会について、を終わらせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○議長 ただ今の説明に関連して、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(檜垣第２小委員長の挙手あり) 

○議長 檜垣第２小委員長 

○小委員長 報告第６号 農地等の現況に関する照会につきましては、 

 質問等は、ございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

(なしの声あり) 

○議長 質問等がないようですので、報告第６号を終了させていただきます。 

 

 

 

 

 

 以上で、本日の議案審議並びに報告事項は、すべて終了いたしました。 

長時間にわたり慎重審議、誠にありがとうございました。 

これを持ちまして、第３６回成田市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

（閉会 午後３時３０分） 
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上記のとおり会議次第を記載し、相違ないことを証するため署名する。 

 

令和２年６月１０日 

  

議事録署名人 

 

                                  

 

                                  

 

                                  


