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１．開催日時  令和２年７月１０日（金） 

        午後１時３０分から午後３時００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  １８名 

議長  加 瀨 雅 英    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   １７番  秋 山 皓 一 

７番  根 本 正 康   １８番  石 川 清 一 

８番  櫻 井 浩 子   １９番  小 川 明 一 

      

               

５．欠席委員    

１６番  櫻 井 久 夫  

 

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 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３号 令和２年度第５次農用地利用集積計画の決定について 

議案第４号 令和２年度第４次農用地利用配分計画について 

報告第１号 専決処分について 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第３号 農地法の許可を要しない農地転用について 

報告第４号 農地等の現況に関する照会について 



- 3 - 

 

７. 出席した農業委員会事務局職員 

事 務 局 長  神 崎 良 浩 

  農 地 係 長  平 山 恒 雄 

振 興 係 長  櫻 井   哲 

  主 査  髙 木 信 一 

  副  主  査  宮 内 孝 史  
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○議長 ただ今の出席委員は、１８名です。 

  欠席委員は、1名、１６番 櫻井久夫委員です。定足数に達しておりますので、ただ

今から第３７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、６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、２番  

小川繁委員、３番 髙木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 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３号 令和２年度第５次農用地利用集積計画の決定について 

議案第４号 令和２年度第４次農用地利用配分計画について 

報告第１号 専決処分について 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第３号 農地法の許可を要しない農地転用について 

報告第４号 農地等の現況に関する照会について 

以上、議案４件、報告４件でございます。 

 

○議長 それでは、議案第１号、農地法第３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 議案集の ３ページをお開き願います。 

  議案第１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

７件の申請がございました。 

  ①売買でございます。７件の申請がございました。 

  １番、野馬込にお住いの譲受人が、新町にお住いの譲渡人が所有する、高の畑１筆、

３８０㎡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「自宅から近く耕作に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、「自
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宅から遠く耕作ができないため、申請地を譲渡したい」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。 

  ２番、山口にお住いの譲受人が、同じく山口にお住いの譲渡人が所有する、山口の

畑１筆、１，３６５㎡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、「体調不良のため、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２ページに案内図がございます。 

  ３番、南羽鳥にお住いの譲受人が、同じく南羽鳥にお住いの譲渡人が所有する、南

羽鳥の畑１筆、３５０㎡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「隣接地を所有しているので、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、「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３ページに案内図がご

ざいます。 

  ４ページでございます。 

  ４番、土屋にお住いの譲受人が、新妻にお住いの譲渡人が所有する、新妻の田４筆、

合計２，０３３㎡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、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、「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４ページに案内図がございます。 

  ５番、安西にお住いの譲受人が、浦安市にお住いの譲渡人が所有する、北羽鳥の田

１筆、１，８２８㎡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、以前からの借受地である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、「以前からの貸付地である申請地を譲渡し、経営規模を縮小したい」という

もので、総会資料の５ページに案内図がございます。 

６番、竜台にお住いの譲受人が、浦安市にお住いの譲渡人が所有する、竜台の畑（現

況：田）２筆、合計７０７㎡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、以前からの借受地である申請地を取得した

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、「以前からの貸付地である申請地を譲渡し、経営規模を縮小したい」

というもので、総会資料の６ページに案内図がございます。 

５ページをお開き願います。 
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７番、北羽鳥にお住いの譲受人が、浦安市にお住いの譲渡人が所有する、北部の田

４筆、合計１，３８４㎡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、以前からの借受地である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、「以前からの貸付地である申請地を譲渡し、経営規模を縮小したい」と

いうもので、総会資料の７ページに案内図がございます。 

以上で議案第１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 次に、農地法第３条①売買について審議します。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１番は、畑１筆を取得し、

ブルーベリーと豆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はありませんが、譲受人が代表取締役の野馬込の法人

は認定農業者です。 

３条①売買の２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。 
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許可基準第７号の「地域との調和要件」ですが、売買の２番は、畑１筆を取得し、

大根等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、譲受人は認定農業者ではありません。 

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、畑１筆を取得し、

栗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はありません。 

３条①売買の４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４番は、田４筆を取得し、

水稲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。 
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以上のことから売買の４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はありません。 

３条①売買の５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５番は、田１筆を取得し、

水稲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５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。 

３条①売買の６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６番は、登記地目畑、現況

田２筆を取得し、水稲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６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はありません。 

３条①売買の７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
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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７番は、田４筆を取得し、

水稲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７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はありません。以上でございます。 

○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。 

(根本小委員長の挙手あり) 

○議長 根本小委員長 

○小委員長 去る７月７日、午後１時から、５０２会議室におきまして、第３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、農地法第３条 ①売買の１番につきましては、 

  申請地は、市道野馬込高線を西側に入った農地で、畑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、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３条①売買の１番は可決されました。 

次に、①売買の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。 

(根本小委員長の挙手あり) 

○議長 根本小委員長 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条 ①売買の２番につきましては、 

申請地は、市道山口下谷津線を北側に入った農地で、畑として耕作されておりました。 
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 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、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３条①売買の２番は可決されました。 

 次に、①売買の３番について、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(根本小委員長の挙手あり) 

○議長 根本小委員長 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条 ①売買の３番につきましては、 

申請地は、市道南羽鳥下福田線を西側に入った農地で、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。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３条①売買の３番は可決されました。 

 次に、①売買の４番について、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(根本小委員長の挙手あり) 

○議長 根本小委員長 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条 ①売買の４番につきましては、 

申請地は、市道新妻４号線を西側に入った農地で、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４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４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。 
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(挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第３条①売買の４番は可決されました。 

 次に、①売買の５番について、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(根本小委員長の挙手あり) 

○議長 根本小委員長 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条 ①売買の５番につきましては、 

申請地は、国道４０８号を東側に入った農地で、田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５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５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３条①売買の５番は可決されました。 

  次に、①売買の６番について、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(根本小委員長の挙手あり) 

○議長 根本小委員長 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条 ①売買の６番につきましては、 

申請地は、国道４０８号を北側に入った農地で、田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６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６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３条①売買の６番は可決されました。 

次に、①売買の７番について、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(根本小委員長の挙手あり) 

○議長 根本小委員長 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条 ①売買の７番につきましては、 

申請地は、国道４０８号を北側に入った農地で、田として耕作されておりました。 
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  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７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７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３条①売買の７番は可決されました。 

以上で、議案第１号の審議を終わらせていただきます。 

 

 

○議長 次に、議案第２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 それでは議案集の６ページでございます。 

 議案第２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。１件の申請がございました。 

  １番、譲受人である奈土の法人が、奈土にお住いの譲渡人が所有する奈土の畑１筆、

１，１４９㎡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８ページに案内図、９ページに公図の写しがございます。 

  ②使用貸借権の設定でございます。３件の申請がございました。 

１番、借受人である大栄十余三の法人が、大栄十余三にお住いの貸付人が所有する、

大栄十余三の畑１筆、３４５㎡に使用貸借権を設定し、駐車場用地として、転用した

いとする申請でございます。総会資料１０ページに案内図、１１ページに公図の写し

がございます。 

２番と３番は、同一の事業であり、関連がございますので一括して説明いたします。 

７ページをお開き願います。 

２番、借受人である成田市長が、加良部５丁目にお住いの貸付人が共有する、山口

の畑１筆、２，４００㎡に使用貸借権を設定し、玉造幼稚園の整備に先立ち行う、埋

蔵文化財の確認調査のため、令和２年８月２１日まで一時転用したいという申請でご

ざいます。 
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３番、借受人である玉造１丁目の法人が、加良部５丁目にお住いの貸付人が共有す

る、山口の畑１筆、２，４００㎡に使用貸借権を設定し、玉造幼稚園の整備に先立ち

行う、埋蔵文化財の本調査のため、令和２年１２月３１日まで一時転用したいという

申請でございます。総会資料１２ページに案内図、１３ページに公図の写しがござい

ます。 

８ページでございます。 

  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、賃借人である成田市長が、三里塚御料にお住いの賃貸人が所有する、新田の

畑６筆、宅地（現況：畑）１筆及び山林（現況：畑）１筆、合計３，９０５㎡に賃借

権を設定し、資材置場及び普通車１２６台分の駐車場用地として、令和５年７月３１

日まで、一時転用したいという申請でございます。総会資料１４ページに案内図、１ 

５ページに公図の写しがございます。 

 以上で議案第２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。    

 (宮内副主査の挙手あり) 

○議長 宮内副主査  

○宮内副主査 ５条①売買の１番です。 

農地の区分は、農用地区域内にある農地のため、令和元年１２月６日公告により除

外済みです。除外後は、第１種農地です。第１種農地は、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、特別の立地条件を必要とし、既存施設の拡張で、拡張

部分の敷地面積が既存施設の敷地面積の２分の１を超えないものであるため、許可で

きる例外規定に該当します。 

   転用目的は、建設資材の販売を主な業務としている法人の、資材置場拡張用地です。 

   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。 

   申請の用途に供することの確実性については、令和２年９月１０日着手、令和２年

１２月３１日完了の予定です。 

   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、申請に

係る農地はほぼ平坦な土地ですが、一番低い南側に貯留槽を設置し、区域内の浸透処

理とする計画です。 
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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。 

(根本小委員長の挙手あり) 

○議長 根本小委員長 

○小委員長 議案第２号、農地法第５条 ①売買の１番につきましては、 

申請地は、奈土公民館の北西、県道郡停車場大須賀線を西に入った農地で、現況は

耕作されておらず、短い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②使用貸借権の設定の１番について法令に基づく詳細な説

明をお願いします。 

(宮内副主査の挙手あり) 

○議長 宮内副主査  

○宮内副主査 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ですが、令和２年６月２日広告により農業

振興地域整備計画において、農業用施設用地として用途変更がなされ、農用地利用計

画において指定された用途に供するために行われるものであることから、許可し得る

農地に該当します。 

   転用目的は、飼養衛生管理基準、豚、いのししの改正に伴い、畜舎とその他の区域

との境界を明確にするために駐車場用地を設置するものです。 

   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９月１５日着手、令和２年

１０月３１日完了の予定です。 

   計画面積の妥当性については、農地面積３４５平方メートルに、ダンプ等の中型車
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２台、普通車６台分の駐車及び回転スペースを設ける計画で、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、敷地内を砕石敷き周囲を植栽し、区域内の浸透処

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。 

(根本小委員長の挙手あり) 

○議長 根本小委員長 

○小委員長 議案第２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、大栄町西部地区たい肥供給組合の南東、市道高堀２号線の北側に隣接す

る農地で、現況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、農地法第５条②使用貸借権の設定の２番と３番については、関連がご

ざいますので、一括して審議致します。法令に基づく詳細な説明をお願いします。 

(宮内副主査の挙手あり) 

○議長 宮内副主査  

○宮内副主査 ５条②使用貸借権の設定の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。 

   転用目的は、埋蔵文化財確認調査用地です。 

資力及び信用について予算書が添付されており、信用性について問題となる点は認
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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、８月３日着工、８月２１日完了を予

定しており、問題はありません。 

   計画面積の妥当性については、農地面積２４００平方メートル、山林等約８９７平

方メートル、全体で約３，２９７平方メートルの敷地で、埋蔵文化財の確認調査を行

う計画で、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。 

   一時転用である場合の妥当性については、昨年度同規模の調査での施工期間等を鑑

みて、最低限の期間であると判断できるものであり、問題はありません。 

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。 

続いて②使用貸借権の設定の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、埋蔵文化財本調査用地です。 

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、８月２４日着工、１２月３１日完了

を予定しており、問題はありません。 

   計画面積の妥当性については、農地面積２４００平方メートル、山林等約８９７平

方メートル、全体で約３，２９７平方メートルの敷地で、埋蔵文化財の確認調査を行

う計画で、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。 

   一時転用である場合の妥当性については、昨年度同規模の調査での施工期間等を鑑

みて、最低限の期間であると判断できるものであり、問題はありません。 

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。 

(根本小委員長の挙手あり) 

○議長 根本小委員長 

○小委員長 議案第２号 農地法第５条 ②使用貸借権の設定の２番と３番につきまし

ては、 

申請地は、神宮寺小学校の南東、市道玉造２１号線の南側に隣接する農地で、現況

は耕作されておらず、更地のような状態でした。 

審査の中で、委員より「市が借受人として申請があがっているのはなぜか」との意

見があり「文化財調査において、確認審査は市が行い、本調査は事業主が行うことに

なっています。」とのことでした。 

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２番と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、②使用貸借権の設定の２番と３番を採決い

たします。なお、採決は案件ごとに行います。まず、②使用貸借権の設定の２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２番は可

決されました。 

次に、②使用貸借権の設定の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②使用貸借権の設定の３番は可

決されました。 

続きまして、農地法第５条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。 

(宮内副主査の挙手あり) 

○議長 宮内副主査  

○宮内副主査 ５条③賃借権の設定の１番です。 

農地の区分は、農用地区域内にある農地及び第２種農地に該当します。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、農振計画の達成に及ぼす影響につ
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いて、農政課から農振計画に支障がないという回答を得ておりますので、例外的に許

可できる場合に該当します。 

   転用目的は、資材置場及び駐車場、普通車１２６台分の用地です。事業計画としま

しては、地形の改変を行わず、表土均し、砂利敷き、駐車区画をトラロープで区分け

し、事業区域の周囲にコンクリートブロック及び目隠しフェンスを設置する計画です。 

成田市新市場は、令和３年夏頃の開場を予定しており、新市場内の駐車場は、合計

で、普通車９６６台分の駐車場を整備する計画です。新市場敷地内の駐車場は各区域

ごとに順次整備していく予定ですが、新市場開場時点で利用可能な駐車場は、敷地南

側の駐車場２４０台分だけであり、場内駐車場工事完了後の令和３年１０月末時点に

おいても２７４台分の不足が生じる見込みです。これは、新市場内の民間貸付用地内

に普通車２７４台の駐車場を整備する計画ではありますが、民間貸付用地の整備につ

いては、新市場に出店する民間事業者が整備する計画となっており、その整備にあた

っては、現市場の民間施設の移転先である関連棟の整備計画との調整が必要となり、

昨年、民間施設の公募を行うも、事業提案に至らず、改めて募集条件の見直しを行っ

ている状況であり、民間貸付用地の整備完了時期は見通せない状況となっております。

そのため、主として、令和３年夏頃の新市場開場時や民間貸付用地の駐車場が完成す

るまでの間の駐車場の不足を補うことを目的として、暫定場外駐車場の整備を計画す

るものです。 

   資力及び信用については、令和２年度成田市予算書の写しが添付されており、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１２月初旬着手、令和３年

３月３１日完了の予定です。 

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台当たりの面積はおおむね

面積基準であり妥当な計画です。 

   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あり、表土均し、砕石敷きを行ったうえで、敷地内で浸

透処理とし、併せて敷地内の周囲に浸透側溝を設置し、地下浸透させ、雨水流出を抑

制させるとともに、事業区域の周囲にコンクリートブロック及び目隠しフェンスを設

置し、土砂の流出を防止します。 

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。 

 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
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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。 

(根本小委員長の挙手あり) 

○議長 根本小委員長 

○小委員長 議案第２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、成田市公設地方卸売市場建設予定地の北、市道十余三新田線の北側に隣

接する農地で、現況は耕作されておらず、やや丈の長い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、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２号の審議を終わらせていただきます。 

 

○議長 続いて、議案第３号 令和２年度第５次農用地利用集積計画の決定についてを

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 それでは議案集の９ページをお開き願います。 

   議案第３号、令和２年度第５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１０ページのとおり、令

和２年度第５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、１１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、１２ページから１７ページを

ご覧ください。 

   それでは、１１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３年のものが、２４，５８８．５７㎡、畑８筆４件で、詳細は１２ページ
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の１番から４番でございます。 

   契約期間１０年のものが、１０万４，１０１㎡、田５３筆２３件、畑７筆５件で、

詳細は１２ページの５番から１６ページの３２番でございます。 

   契約期間１０年６ヶ月のものが、２５，０５４㎡、田２３筆３件で、詳細は１６ペ

ージの３３番から３５番でございます。 

   合計の契約面積は、１５万３，７４３．５７㎡、田７６筆２６件、１１万 ９０３

㎡、畑１５筆９件、４２，８４０．５７㎡でございます。  

内訳につきましては、新規設定が契約面積、３２，４１０㎡、田２０筆８件、２８，

４８２㎡、畑３筆１件、３，９２８㎡でございます。 

再設定が契約面積１２万１，３３３．５７㎡、田５６筆１８件、８２，４２１㎡、

畑１２筆８件、３８，９１２．５７㎡でございます。 

   ２．所有権移転でございます。１１ページの一覧にございますとおり、１件ござい

ました。詳細については、１７ページにございますので、そちらでご説明いたします。 

   １７ページでございます。所有権移転の１番、譲受人である野馬込の法人が、広島

県福山市にお住いの譲渡人が所有する、高の田１筆、８２９㎡を、成田市農業経営基

盤の強化の促進に関する基本的な構想に基づき売買をするものでございます。移転時

期は令和２年８月１０日でございます。本件は、当事者間の賃貸借契約により、譲受

人が賃借して耕作しておりましたが、この度、所有権移転に結びついたものです。 

   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３号、令和２年度第５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。 

(根本小委員長の挙手あり) 

○議長 根本小委員長 

○小委員長 議案第３号 令和２年度第５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。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３号 令和２年度第５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、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
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○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、令和２年度第４次農用地利用配分計画について、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 それでは議案集の１８ページでございます。 

議案第４号、令和２年度第４次農用地利用配分計画について、でございます。成田

市長より農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定により、１９ペ

ージのとおり、令和２年度第４次農用地利用配分計画(案)の協議がありましたので、

提出いたします。 

   貸付の部分につきましては、議案第３号、令和２年度第５次農用地利用集積計画に

おいて、ご審議いただきましたが、農地中間管理機構に貸し付けた農地を、担い手に

配分する計画が本議案となります。 

   それでは、計画の概略につきまして、２０ページの総括表によりご説明いたします。

なお、詳細の農用地利用配分計画一覧表（案）につきましては、２１ページから２５

ページをご覧ください。 

   それでは、２０ページでございます。賃借権でございます。 

   契約期間が１０年のものが、９６，１０１㎡、田５３筆２３件、畑４筆４件で、詳

細は，２１ページの１番から２４ページの２７番でございます。 

   契約期間が１０年６ヶ月のものが、２５，０５４㎡、田２３筆１件で、詳細は，２

５ページの２８番でございます。 

   合計の契約面積は、１２万１，１５５㎡、田７６筆２４件、１１万 ９０３㎡、畑

４筆４件、１０，２５２㎡でございます。 

内訳につきましては、新規設定が契約面積２８，４８２㎡、田２０筆８件、２８，

４８２㎡でございます。 

   再設定が契約面積９２，６７３㎡、田５６筆１６件、８万２，４２１㎡、畑４筆４

件、１０，２５２㎡でございます。 

以上で議案第４号、令和２年度第４次農用地利用配分計画について、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。 

(根本小委員長の挙手あり) 
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○議長 根本小委員長 

○小委員長 議案第４号 令和２年度第４次農用地利用配分計画につきましては、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。 

○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４号 令和２年度第４次農用地利用

配分計画について、を採決いたします。 

  本案について、小委員会報告のとおり、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４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 それでは議案集の２６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。 

   ２７ページと２８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。９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。 

２９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。 

３０ページから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。１１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。 
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   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ページと３５ページでございます。 

④転用事実確認証明でございます。５条で６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。 

(根本小委員長の挙手あり) 

○議長 根本小委員長 

○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 ３６ページから３９ページでございます。 

   報告第２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。１

２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２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 次に、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(根本小委員長の挙手あり) 
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○議長 根本小委員長 

○小委員長 報告第２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) 

○議長 神崎事務局長 

○神崎事務局長 ４０ページと４１ページでございます。 

   報告第３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４件の届出がございました。 

   ①農地法施行規則第２９条第１号の規定による届出が２件ございました。これは、

２ａ未満の農業用施設用地への転用になります。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。 

②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２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。 

   以上で報告第３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。 

(根本小委員長の挙手あり) 

○議長 根本小委員長 

○小委員長 報告第３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、農地等の現況に関する照会について、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 ４２ページと４３ページでございます。 

   報告第４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４件、香取支局より３件、

合計７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。 

以上で報告第４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。 

(根本小委員長の挙手あり) 

○議長 根本小委員長 

○小委員長 報告第４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。 

 

 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３７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００分） 

 

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 ７月１０日 

  

議事録署名人 

 

                                  

 

                                  

 

                                  


