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１．開催日時  令和２年１０月８日（木） 

        午後１時３０分から午後３時４０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  １９名 

議長  檜 垣 金 一    

１番  諏 訪 惠 昨   １０番  石 井 孝 和    

２番  山 倉 正 義   １１番  泉 水 厚 子 

３番  矢 﨑 光 二   １２番  藤 﨑 茂 雄 

４番  大 竹  卓    １３番  森 川 光 江 

５番  湯 浅 恵 介   １４番  小 川  繁 

６番  諏 訪 和 惠   １５番  秋 山 皓 一 

７番  木 村 知 子   １６番  石 原  滿 

８番  北 﨑 悦 夫   １７番  菅 澤  茂 

９番  秋 間 伸 一   １８番  藤 崎  明 

            

５．欠席委員   なし 

     番           

 

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 農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願について 

議案第４号 令和２年度第８次農用地利用集積計画の決定について 

議案第５号 令和２年度第７次農用地利用配分計画について 

議案第６号 あっせんの実施について 

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 
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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 

 

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、１９名です。 

  定足数に達しておりますので、ただ今から第４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、９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、５番 湯

浅委員、８番 北﨑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 農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願について 

議案第４号 令和２年度第８次農用地利用集積計画の決定について 

議案第５号 令和２年度第７次農用地利用配分計画について 

議案第６号 あっせんの実施について 

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６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、「第４回農業委員会総会議案」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

１０件の申請がございました。 

 ①売買でございます。８件の申請がございました。 

 １番、美郷台２丁目にお住いの譲受人が、同じく美郷台２丁目にお住いの譲渡人が

所有する、押畑の田３筆、合計４，０８５㎡を売買により取得したいという申請でご

ざいます。 
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  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。譲渡人の事由につきましては、「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、もうひとつの冊子の「第４回農業委員会総会資料」

案内図・公図の１ページに案内図がございます。 

  続きまして、議案集の４ページをご覧ください。 

  ２番、印西市にお住いの譲受人が、茨城県常総市にお住いの譲渡人が所有する、北

羽鳥、南部、北部の田１８筆及び北部の畑１筆、合計１１，９４４㎡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。譲渡人の事由につきましては、「相続した農地は住居から遠く、耕作が出来な

いため、申請地を譲渡したい」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。 

続きまして、議案集５ページをお開き願います。 

  ３番、下方にお住いの譲受人が、台方にお住いの譲渡人が所有する、台方の田３筆、

合計３，９００㎡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。

譲渡人の事由につきましては、「離農するため、申請地を譲渡したい」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。 

 続きまして、同じく議案集５ページの４番、久井崎にお住いの譲受人が、千葉市中

央区に事務所を構える、農地所有者である成年被後見人の成年後見人が管理する、稲

荷山の畑１筆、合計３，４４０㎡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。

譲渡人の事由につきましては、「自己で耕作することが出来ないため、申請地を譲渡し

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。 

 続きまして、議案集６ページをご覧ください。 

  ５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、南部及び竜

台の田８筆並びに竜台の畑２筆、合計７，９１５㎡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。
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譲渡人の事由につきましては、「遠方に居住しており耕作することができないため、申

請地を譲渡したい」というもので、総会資料の５ページに案内図がございます。 

  続きまして、議案集６ページから７ページの、６番から８番までは、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。 

１０月５日、月曜日に開催いたしました第３小委員会において、新規就農に係る面

接を行なっていただいた案件でございます。 

香取郡多古町にお住いの譲受人が、６番は、東金市にお住いの譲渡人が所有する、

上福田の畑１筆、２９７㎡を、７番は、佐倉市にお住いの譲渡人が所有する上福田の

畑１筆、７５７㎡を、７ページをお開きいただきまして、 

８番は、山武郡芝山町にお住いの譲渡人が所有する上福田の畑２筆、合計２３５㎡

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「果樹栽培により農業経営の安定を図るため、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

由につきましては、いずれも「高齢かつ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６ページに案内図がございます。 

続きまして、議案集７ページの②贈与でございます。１件の申請がございました。 

１番、名古屋にお住いの受贈者が、東京都足立区にお住いの贈与者が所有する、名

古屋の畑１筆、４９６㎡の贈与を受けたいという申請でございます。 

受贈者の事由は、「経営規模を拡大するため、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。贈与者の事由

は、「遠方に居住し、農地の管理が困難であるため申請地を贈与したい」というもので、

総会資料７ページに案内図がございます。 

議案集８ページにまいりまして、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。 

１０月５日、月曜日に開催いたしました第３小委員会において、新規就農に係る面

接を行なっていただいた案件でございます。 

１番、賃借人である美郷台２丁目の法人が、四谷にお住いの賃貸人が所有する、四

谷の田６筆、合計１４，５６３㎡の賃借権の設定を受けたいという申請でございます。

賃借人の事由は、「農業経営を新規に開始するため、申請地を借受けしたい」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。賃貸人の事由は、「後

継者がいないため、申請地を賃貸し、経営規模を縮小したい」というもので、総会資

料８ページに案内図がございます。 
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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。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 それでは、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。 

(宮内副主査の挙手あり) 

○議長 宮内副主査 

○宮内副主査 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、田３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。 

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。 

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、田１８筆、登記地

目畑・現況田１筆を取得し、レンコン及び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。 
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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、田３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。 

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、畑１筆を取得し、

甘藷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す。 

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
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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８筆・畑２筆を

取得し、主に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はありません。 

３条①売買の６番、７番及び８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、７番及び８番は、畑

３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６番、７番及び８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。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○小委員長 去る１０月５日、午後１時から、４０２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、推進委員４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、美郷台小学

校の西にある、県道１８号成田安食線を南側に入った農地で、現況は田として管理さ

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。 
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○議長 ただ今の報告につきまして、①売買の１番に関するご意見・ご質問をお願いし

ます。 

    （秋山委員の挙手あり） 

○議長 秋山委員 

○秋山委員 譲受人は市会議員だと思いますが、先ほどの説明で自ら耕作すると言われ

ていたが本当ですか。また、規模拡大をしたいとしていますが、農業機械の保有はど

うですか。 

    （宮内副主査の挙手あり） 

○議長 宮内副主査 

○宮内副主査 自ら耕作する旨の確約書が提出されており、また本人からも説明をうけ

ています。農業機械については、レンタルで揃えるとのことでした。 

○議長 その他ございませんか。 

（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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○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、豊

住小学校の西にある、国道４０８号を挟んで南北に入った農地で、現況は田として管

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。 

（秋山委員の挙手あり） 

○議長 秋山委員 

○秋山委員 譲受者はレンコンと水稲の作付をするとのことですが、この方はレンコン

を作付けしたことはあるのですか。技術はあるのでしょうか。 

    （宮内副主査の挙手あり） 

○議長 宮内副主査  

○宮内副主査 既にレンコンの作付けをしております。実家が安西地区で、元々親元で
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農業をしていました。今後の予定として２年後ぐらいで経営移譲を受ける予定だそう

です。その際には規模も拡大していきたいとのことです。 

○議長 その他ございませんか。 

（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、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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○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、公

津小学校の北にある、市道台方橋賀台線の東側に隣接する農地で、現況は田として耕

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。 

（矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○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、三

和農業集落センターの南にある、市道津富浦成井線の南側に隣接する農地で、現況は

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） 
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○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。 

（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。 

（矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○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、北羽鳥多目的広場の西にある、市道竜台中山線の東及び国道４０８号の

北にある農地で、現況は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。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、農地法第３条 ①売買の５番は可決されまし

た。 

続きまして、①売買の６番から８番について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審議致します。小委員長より小委員会報告をお願いしま

す。 

（矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条 ①売買の６番から８番につきましては、 

申請地は、成田西陵高等学校の北にある、市道松崎竜角寺線の東側に隣接する農地

で、現況は畑として耕作されておりました。 

また、新規就農のため、小委員会で面接調査を行いました。営農計画としては、栗

を作付けし、道の駅等で販売する計画です。栗の栽培経験は、以前祖父が栗を栽培し

ていたものを手伝いしており、新たに経験者のアドバイスをいただき耕作したいとの

ことでした。農機具については、栗畑の管理に必要な草刈り機等を所有しております。 

  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 ただ今の報告につきまして、①売買の６番から８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番から８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、①売買の６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３条①売買の６番は可決されました。 

 次に、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。 

 次に、①売買の８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８番は可決されました。 

次に、②贈与の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 ３条②贈与の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日未満ではありますが、その場合であっても、当該農作業を行う必要

がある限り権利取得者等が当該農作業に従事していれば「農作業に常時従事する」と

認めるものとすると規定されており、要件を満たすものと判断されます。 

許可基準第７号の「地域との調和要件」ですが、贈与の１番は、畑１筆を取得し、

落花生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。 
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以上のことから贈与の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。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

（矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条 ②贈与の１番につきましては、 

申請地は、下総みどり学園の西にある、市道七沢青山新田線の西側にある農地で、

現況は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、②贈与の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、②贈与の１番を採決いたします。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、農地法第３条②贈与の１番は可決されました。 

 

○議長 次に、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 ３条③賃借権の設定の１番につきましては、法人による農地の賃借権の 

設定でございます。 

法人形態は合同会社、事業要件は必須条件の農業について、水稲の生産と販売が定款

及び登記事項証明書の目的欄に記載されております。構成員要件の構成員は３名、議決

権要件については、構成員である役員３名の内３名が法人の農業の常時従事者で、議決

権の割合は約１００％となり、総数の過半を満たしております。 

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「法人が行う農作業に常時従事すること」についても、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、田６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。 

以上のことから賃借権の設定の１番については、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、借受人は認定農業者ではありません。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

（矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○小委員長 議案第１号 ③賃借権の設定の１番につきましては、 

申請地は、四谷共同利用施設の西及び四谷青年館の東にある、市道四谷八幡線の西

側に隣接する農地、市道四谷名古屋線の北側に位置する農地及び市道四谷村中線の東

側に位置する農地で、現況は田として耕作されておりました。 

また、新規就農のため、小委員会で面接調査を行いました。営農計画としては、水

稲を作付けし、ＪＡ成田市等に販売する計画です。水稲の栽培経験は、社員の一人が

経験あるとのことでした。農機具については、自社で運搬車両等を所有しており、そ

の他の機械はレンタルする予定です。 

今後は５０ヘクタールを目指して規模を拡大していく計画であるとのことでした。 

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、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。 

（秋山委員の挙手あり） 

○議長 秋山委員 

○秋山委員 賃借権の設定については理解しましたが、この合同会社について教えてい

ただきたい。 

   （宮内副主査の挙手あり） 

○議長 宮内副主査  

○宮内副主査 この合同会社は社員が３名で、うち２人は市議会議員です。前林にお住

いの農家の方が主に耕作をすることになっております。また、主な機械は前林にお住

いの方の家にあります。 

○議長 ほかにありませんか。 

(異議なしの声あり） 
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○議長 異議なしの声がございましたので、③賃借権の設定の１番を採決いたします。

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、農地法第３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９ページをお開き願います。 

  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２５件の申請がございました。 

始めに、①売買でございます。３件の申請がございました。 

  １番、譲受人である玉造１丁目の法人が、加良部５丁目及び山口にお住いの譲渡人

が共有する山口の畑１筆、２，４００㎡を売買により取得し、認定こども園用地とし

て、転用したいという申請でございます。総会資料の９ページに案内図、１０ページ

に公図の写しがございます。 

議案集の９ページに戻りまして、２番、譲受人である西大須賀の法人が、西大須賀に

お住いの譲渡人が所有する西大須賀の畑１筆、８４３．６３㎡を売買により取得し、

自動車店舗、修理工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

１１ページに案内図、１２ページに公図の写しがございます。 

続きまして、議案集１０ページでございます。 

３番、船橋市にお住いの譲受人が、久米野にお住いの譲渡人が所有する久米野の畑

１筆、４９９㎡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１３ページに案内図、１４ページに公図の写しがございます。 

議案集の１０ページに戻りまして、②贈与でございます。１件の申請がございまし

た。 

１番、印西市にお住いの受贈者が、野馬込にお住まいの贈与者から、野馬込の田１

筆、３１８㎡の贈与を受け、専用住宅用地に転用したいという申請でございます。 

総会資料１５ページに案内図、１６ページに公図の写しがございます。 

議案集の１１ページをお開き願います。 
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③使用貸借権の設定でございます。１２件の申請がございました。 

１番と２番は、同一の貸付人による同一の事業であり、関連がございますので、ま

とめてご説明いたします。 

川栗にお住いの貸付人が所有する畑３筆について、１番は八千代市にお住いの借受

人が、川栗の山林、現況：畑２筆それぞれの一部、合計０．３６㎡に、２番は神奈川

県厚木市にお住いの借受人が川栗の山林、現況：畑１筆の一部、０．３３㎡に使用貸

借権を設定して、営農型の太陽光発電施設用地に一時転用したいという申請でござい

ます。国からの通知により示されました、３年を期限とする一時転用期間が満了する

に当たり、新たに１０年間の一時転用許可申請がございました。 

営農型の太陽光発電事業につきましては、農地における営農の継続を前提に認める

ものであるため、太陽光パネルの下での営農が適切に行われているかどうかが、事業

を継続しているかどうかを判断する際のポイントのひとつとなります。 

本件は、貸付人が所有する申請地の上空を利用して行う、太陽光発電事業の転用申

請でございますが、当該申請地には農地法第３条の許可を得て太陽光パネルの下で営

農する耕作者もおります。この耕作者と転用事業者である借受人は同一人ではありま

せん。委員の皆様には、転用継続についてのご審議に加え、本議案にはない耕作者の

営農状況についてもご審議いただき、転用の可否についてご判断いただく特殊な事案

であります。なお、適切な営農の判断は、通常の営農における平均収量の８０％が確

保されているかどうかが基準となります。 

  総会資料１７ページに案内図、１８ページと１９ページに公図の写しがございます。 

 続きまして、議案集の１２ページをご覧ください。 

 許可後の計画変更承認申請でございます。 

 ３番から１４ページの９番までは、いずれも、許可後の計画変更承認であり、川栗

地先における営農型太陽光発電施設の支柱部分についての一時転用に関する申請でご

ざいます。当初の許可においては、太陽光パネルの下での営農計画は、ダイカンドラ

を作付けする計画で一時転用許可を受けておりましたが、ダイカンドラは気候変動に

弱いことから、作付けする農作物をヒサカキに変更したいという申請でございます。 

なお、３番から９番までは、同一の土地所有者の農地に関する同一の事業ですので、

一括してご説明いたします。 

３番は、神奈川県川崎市にお住いの借受人が、川栗にお住いの貸付人が所有する川

栗の山林、現況：畑１筆の一部、０．４１㎡に、４番は、借受人である八千代市の法

人が、川栗にお住いの貸付人が所有する川栗の山林、現況：畑１筆の一部、０．３６

㎡に、５番は、加良部４丁目にお住いの借受人が、川栗にお住いの貸付人が所有する
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川栗の山林、現況：畑１筆の一部、０．３３㎡に、１３ページにまいりまして、６番

は、八千代市にお住いの借受人が、川栗にお住いの貸付人が所有する川栗の山林、現

況：畑１筆の一部、０．３６㎡に、７番は、借受人である東京都町田市の法人が、川

栗にお住いの貸付人が所有する川栗の山林、現況：畑１筆の一部、０．３６㎡に、８

番は、東京都足立区にお住いの借受人が、川栗にお住いの貸付人が所有する川栗の山

林、現況：畑１筆の一部、０．３３㎡に、１４ページにまいりまして、９番は、神奈

川県横浜市にお住いの借受人が、川栗にお住いの貸付人が所有する川栗の山林、現況：

畑１筆の一部、０．３４㎡に、営農型太陽光発電施設の支柱部分について一時転用の

許可を受け、営農型の太陽光発電事業を行なっておりますが、太陽光パネルの下で作

付けする作物をダイカンドラからヒサカキに変更したいという申請でございます。総

会資料１７ページに案内図、１８ページと２０ページに公図の写しがございます。 

 議案集１４ページの１０番から１５ページの１２番につきましては、同一の借受人

による同一の事業による申請であり、関連がございますので、一括してご説明いたし

ます。 

 借受人である所の法人が、１０番は、所にお住いの貸付人が所有する所の 畑１筆

及び田１筆、合計９１１㎡に、１１番は、所にお住いの貸付人が所有する所の田２筆、

合計 １，０２８㎡に、１５ページにまいりまして、１２番は、所にお住いの貸付人が

所有する所の田１筆の一部、１３７．３４㎡に使用貸借権を設定し、砂利採取用地及

び同事業の搬出路用地として令和３年８月１４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２１ページに案内図、２２ページに公図の写しがございます。 

議案集１５ページの中段にお戻りいただきまして、④賃借権の設定でございます。

９件の申請がございました。 

 １番、賃借人である山武郡横芝光町の法人が、東金山にお住いの賃貸人が所有する、

久米の田３筆それぞれの一部、合計 １，７９１．６㎡に賃借権を設定し、国道５１号

道路改良工事のための駐車場及び資材置場用地として、令和３年３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２３ページに案内図、２４ページに公

図の写しがございます。 

 議案集１５ページの下段にまいりまして、２番、賃借人である印旛郡栄町の法人が、

赤荻にお住いの賃貸人が所有する、赤荻の田２筆、合計８００㎡に賃借権を設定し、

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２５ページに案

内図、２６ページに公図の写しがございます。 

 議案集にお戻りいただきまして、１６ページの３番から１８ページの９番までは、

いずれも、同一の賃借人による同一事業にかかる 許可後の計画変更 承認申請であり、
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松子地先における砂利採取事業の期間延長にともなう、一時転用期間の変更承認の申

請でございます。 

同一の賃借人による同一事業ですので、一括してご説明いたします。 

現在、賃借人である松子の法人が、３番は、津富浦にお住いの賃貸人が所有する松

子の畑１筆、９０４㎡に、４番は、松子にお住いの賃貸人が所有する松子の畑１筆、

９０１㎡に、１７ページにまいりまして、５番は、松子にお住いの賃貸人が所有する

松子の畑７筆、合計８，４７５㎡に、６番は、松子にお住いの賃貸人が所有する松子

の畑１筆、６４６㎡に、７番は、松子にお住いの賃貸人が所有する松子の畑１筆、７

７８㎡に、１８ページにまいりまして、８番は、松子にお住いの賃貸人が所有する松

子の畑１筆、１，６２６㎡に、９番は、松子にお住いの賃貸人が所有する松子の畑１

筆、２，７７０㎡に、賃借権を設定し、砂利採取用地として使用中ですが、一時転用

期間を令和３年１１月３０日まで延長したいという変更申請でございます。 

総会資料２８ページに案内図、２７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。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 続きまして、農地法第５条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。 

    (髙木主査の挙手あり) 

○議長 髙木主査  

○髙木主査 議案第２号、農地法第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、認定こども園用地です。 

  資力及び信用については、融資契約書・補助金の決定通知書などが添付されており、

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１１月１日着手、令和３年

１２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、現在事前協議中

であり、近日中に事前協議が終了し、２９条の許可申請書が提出される見込みです。 

  計画面積の妥当性について、申請に係る農地の他に、山林９筆、原野３筆約６，３

７５平方メートル、合わせて約８，７７５平方メートルの敷地に、園舎、園庭、緑地

及び駐車場などを設ける計画であり、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。 
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  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、雨水貯

留槽を２か所に設置し、既設雨水管に接続する計画です。 

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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○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、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５条①売買の１番は可決されました。 

  続きまして、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。 

(髙木主査の挙手あり) 

○議長 髙木主査  

○髙木主査 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。 

  転用目的は、自動車店舗、修理工場拡張用地です。 

  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１１月１日着手、令和３年

１２月３１日完了の予定です。 

  計画面積の妥当性について、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、雨水貯
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留槽を２か所に設置し、既設雨水管に接続する計画です。 

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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○小委員長 議案第２号 農地法第５条①売買の２番につきましては、 

  申請地は、西大須賀共同利用施設の南、県道成田滑河線の東側に隣接する農地で、

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、農地法第５条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。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番について審議致します。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 議案第２号 農地法第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、川栗の国際医療福祉大学成田病院が開設されたことに伴って、電気設

備の保守管理を委託されることになった譲受人が、停電などの緊急時のために関係資

材を置いておくための、資材置場用地です。 

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１２月１日に着手し、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、事業計画書及び土地利用計画図を審査した結果、妥
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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、雨水排

水設備として、浸透桝を設置し、敷地内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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○小委員長 議案第２号 農地法第５条①売買の３番につきましては、 

申請地は、国際医療福祉大学成田病院の北西、市道吉倉川栗線を西に入った農地で、

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、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。 

続きまして、農地法第５条②贈与の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。 

(髙木主査の挙手あり) 

○議長 髙木主査  

○髙木主査 議案第２号 農地法第５条②贈与の１番です。 

農地の区分は、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、住宅で集落に接続して設置されるものであるため、許可でき

る例外規定に該当します。 

  転用目的は、専用住宅用地です。 

 資力及び信用について、融資見込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１２月１日着手、令和３年

５月３１日完了の予定です。 
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  行政庁の許認可等の見込みについて、道路法につきましては、道路占用許可申請書

が９月１５日に提出されております。 

  計画面積の妥当性については、３１８平方メートル、敷地有効面積２０８．５５平

方メートルの敷地に、建築面積６１．２７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５０

０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、雨水は

自然浸透とし、汚水雑排水については、合併浄化槽にて処理後、市道側溝に放流する

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。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○小委員長 議案第２号 農地法第５条②贈与の１番につきましては、 

  申請地は、野馬込コミュニティセンターの南西、市道小浮野馬込線の北側に隣接す

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贈与の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、②贈与の１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、②贈与の１番は可決されました。 

続きまして、農地法第５条③使用貸借権の設定の１番と２番は関連がございますの

で、一括して審議いたします。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 ５条③使用貸借権の設定の１番と２番です。 

  農地の区分については、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、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

のみの面積を一時転用扱いとするものです。また、昨年台風の影響で多大な被害の出

たダイカンドラから、気候変動の影響を受けにくいヒサカキに作付作物を変更する計

画です。 

  申請の用途に供することの確実性について、平成２６年１１月１７日に一時転用許

可を受けて設置した施設の期間を、１０年間延長するものです。 

  周辺農地の営農への支障について、事業は平成２６年にかけて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、転用目的等、特に問題は認められません。 

その他の検討事項について、支柱を含め営農型発電設備を撤去するのに必要な資力

及び信用については、発電事業者により、営農が継続されなかった時は、施設を撤去

する旨の念書等が添付されており、信用性について問題となる点は認められません。 

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、「ダイカンドラ」を栽培しておりましたが、昨年の台

風１５号・１９号の被害により、今年度出荷できるだけの収量を確保できなかったこ

とから、県との協議のうえ、気候変動に強い「ヒサカキ」という常緑小高木に作付を

変更する営農計画書が提出されております。 

変更後の作付作物について、「ヒサカキ」は、４～７ｍに成長する樹木で、主に関東

以北で神事に用いられております。耐寒性・耐陰性が強く、太陽光パネル下での栽培

に適した作物であるとの知見書が添付されています。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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○小委員長 議案第２号 農地法第５条③使用貸借権の設定の１番と２番につきまして

は、 

１番の申請地は、国際医療福祉大学成田病院の東、市道大清水東和田線を南に入っ

た農地で、太陽光パネルの下部は、畑として管理されていました。 

２番の申請地は、国際医療福祉大学成田病院の西、市道川栗畑ケ田線を西に入った

農地で、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、③使用貸借権の設定の１番と２番に関す

る、ご意見・ご質問をお願いします。 
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（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、③使用貸借権の設定の１番と２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、③使用貸借権の設定の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。 

(挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、③使用貸借権の設定の１番は可決されました。 

 次に、③使用貸借権の設定の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、③使用貸借権の設定の２番は可決されました。 

 続きまして、農地法第５条③使用貸借権の設定、許可後の計画変更承認の３番から

９番については同一の土地所有者の農地に関する同一の事業ですので、一括して審議

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 ５条③使用貸借権の設定、許可後の計画変更承認の３番から９番です。 

農地の区分については、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。 

  計画変更の審査基準への適合状況については、事業計画の変更が故意や重大な過失

によるものでなく、やむを得ない理由によるものと認められること。事業計画に従っ

て実施されることが確実であること。周辺農業等に及ぼす影響が、変更前に比べて増

加しないこと。という要件をすべて満たしていると思われます。 

  次に、転用許可基準による検討事項ですが、申請の用途に供することの確実性につ

いて、現在申請の用途である営農型太陽光発電設備用地として使用中です。 

  周辺農地の営農への支障について、事業は平成２７年から平成２８年にかけて許可

を受けて以降、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、転用目的等、特に問題は認められません。 

その他の検討事項について、支柱を含め営農型発電設備を撤去するのに必要な資力及び

信用については、発電事業者により、営農が継続されなかった時は、施設を撤去する

旨の念書等が添付されており、信用性について問題となる点は認められません。 

  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、「ダイカンドラ」を栽培しておりましたが、昨年の台
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風１５号・１９号の被害により、今年度出荷できるだけの収量を確保できなかったこ

とから、県との協議のうえ、気候変動に強い「ヒサカキ」という常緑小高木に作付を

変更する営農計画書が提出されております。 

  変更後の作付作物について、「ヒサカキ」は、４～７ｍに成長する樹木で、主に関東

以北で神事に用いられております。耐寒性・耐陰性が強く、太陽光パネル下での栽培

に適した作物であるとの知見書が添付されています。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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○小委員長 議案第２号 農地法第５条③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認の

３番から９番につきましては、 

３から７番の申請地は、国際医療福祉大学成田病院の東、市道大清水東和田線を南

に入った農地で、太陽光パネルの下部は、畑として管理されていました。 

８と９番の申請地は、国際医療福祉大学成田病院の西、市道大清水東和田線の南側

に位置する農地で、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、③使用貸借権の設定、許可後の計画変更

承認の３番から９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、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承 

認の３番から９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、③使 

用貸借権の設定 許可後の計画変更承認の３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、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認

の３番は可決されました。 

○議長 次に、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認の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。 

(挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認

の４番は可決されました。 

○議長 次に、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認の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。 
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(挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認

の５番は可決されました。 

○議長 次に、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認の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、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認

の６番は可決されました。 

○議長 次に、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認の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、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認

の７番は可決されました。 

○議長 次に、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認の８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、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認

の８番は可決されました。 

○議長 次に、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認の９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、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認

の９番は可決されました。 

○議長 続きまして、農地法第５条③使用貸借権の設定、許可後の計画変更承認の１０ 

番から１２番は同一の借受人による同一の事業で関連がございますので一括して審議 

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 ５条③使用貸借権の設定、許可後の計画変更承認の１０番から１２番です。 

農地の区分については、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、農政課から農振計画にも支障がないとい

う回答を得ているため、例外的に許可できる場合に該当します。 
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  計画変更の審査基準への適合状況については、事業計画の変更が故意や重大な過失

によるものでなく、やむを得ない理由によるものと認められること。事業計画に従っ

て実施されることが確実であること。周辺農業等に及ぼす影響が、変更前に比べて増

加しないこと。という要件をすべて満たしていると思われます。 

  次に、転用許可基準による検討事項ですが、資力及び信用については、自己資金及

び山砂販売代金を資金とする計画で、信用性においても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、現在、申請の用途である砂利採取用

地として使用中です。 

行政庁の許認可等の見込みについて、砂利採取法の計画変更認可申請書は、令和２

年９月２９日に提出されています。 

森林法は令和７年１１月３０日までの許可となっております。 

計画面積の妥当性については、土地利用計画図及び理由書を審査した結果、妥当な

面積であると判断しました。なお、計画面積の変更はありません。 

周辺の農地等に係る営農条件への支障について、事業は平成３０年８月１５日から

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、復元計画等、特に問題

は認められません。 

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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○小委員長 議案第２号 農地法第５条 ③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認

の１０番から１２番につきましては、  

  申請地は、新佐原変電所の西、市道所上小川線の東側に隣接する農地で、現状はこ

れまでの一時転用許可のとおり、砂利採取用地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、③使用貸借権の設定、許可後の計画変更

承認の１０番から１２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、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承 

認の１０番から１２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、 
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③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認の１０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、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認

の１０番は可決されました。 

○議長 次に、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認の１１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、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認

の１１番は可決されました。 

○議長 次に、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認の１２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、③使用貸借権の設定 許可後の計画変更承認

の１２番は可決されました。 

○議長 農地法第５条④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。 

(髙木主査の挙手あり) 

○議長 髙木主査  

○髙木主査 ５条④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、国道５１号道路改良工事に係る駐車場及び資材置場用地です。 

  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１１月１０日着手、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、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、雨水は



- 30 - 

 

既設排水溝に流入させ、汚水・雑排水は排出しない予定です。 

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、復元計画については、完了後、水稲を作付

けする誓約書が添付されています。 

なお、転用目的、期間については、特に問題は認められません。 

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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

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

  申請地は、久米共同利用施設の西、市道山之作取香線の北側に位置する農地で、現

況は耕作されておらず、草刈り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、④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、④賃借権の設定の１番を採決いたします。

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。④賃借権の設定の１番は可決されました。 

次に、④賃借権の設定の２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。 

(髙木主査の挙手あり) 

○議長 髙木主査  

○髙木主査 ５条④賃借権の設定の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、土木業を営む法人の資材置場用地です。 

  資力及び信用については、融資証明書及び融資者の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１１月５日着手、令和２年

１２月１０日完了の予定です。 
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  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なので、敷地内に砕石敷き、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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

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

 申請地は、和田共同利用施設の北、県道成田下総線の西側に隣接する農地で、現況

は、一部は畑として管理され、一部は草刈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、④賃借権の設定の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、④賃借権の設定の２番を採決いたします。

小委員会報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

   （小川委員挙手あり） 

○議長 小川委員 

○小川委員 賃貸人の方は、もしかしたら今まで違反転用などをしていた問題のある方

ではないですか。 

   （宮内副主査挙手あり） 

○議長 宮内副主査 

○宮内副主査 はい、賃借人の方は、以前、違反転用等で指導をした方ですが、今回、

申請のあたって県にも確認をしたところ、問題のあった所有権移転の設定ではなく、

賃借権の設定についてなので申請を受けました。 

（小川委員挙手あり） 

○議長 小川委員 

○小川委員 問題を起こした人の申請でも受けられるのですか。地区の人も困っている

のですが。昔から問題のある人だから、今回の申請についても後々問題につながるの
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では無いかと心配しているのだが。 

（髙木主査挙手あり） 

○議長 髙木主査 

○髙木主査 今回の申請については、相手の法人が事業主体者であります。土地所有者

に関しては問題があることは重々承知していることであり、違反については引き続き

是正の指導をかけていきますが、今回の申請については、法人が主導で行う申請のた

め、許可をせざるを得ないということになります。 

○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、④賃借権の設定の２番を採決いたします。

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。④賃借権の設定の２番は可決されました。 

次に、④賃借権の設定の２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。 

続きまして、④賃借権の設定、許可後の計画変更承認の３番から９番に関しては、

同一の賃借人による同一の事業で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。 

(髙木主査の挙手あり) 

○議長 髙木主査  

○髙木主査 ５条④賃借権の設定、許可後の計画変更承認の３番から９番です。 

  農地の区分については、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。 

  計画変更の審査基準への適合状況については、事業計画の変更が故意や重大な過失

によるものでなく、やむを得ない理由によるものと認められること。事業計画に従っ

て実施されることが確実であること。周辺農業等に及ぼす影響が、変更前に比べて増

加しないこと。という要件をすべて満たしていると思われます。 

  次に、転用許可基準による検討事項ですが、資力及び信用については、自己資金及

び山砂販売代金を資金とする計画で、信用性においても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、現在、申請の用途である砂利採取用

地として使用中です。 

行政庁の許認可等の見込みについて、砂利採取法は、採取計画認可申請書を近日中
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に提出する予定です。 

森林法は令和６年１１月３０日までの許可となっております。 

計画面積の妥当性については、土地利用計画図及び更新する理由書を審査した結果、

妥当な面積であると判断しました。なお、計画面積の変更はありません。 

周辺の農地等に係る営農条件への支障については、事業は平成１１年３月１日から

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、復元計画等、特に問題

は認められません。 

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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○小委員長 議案第２号 農地法第５条 ④賃借権の設定、許可後の計画変更承認の３

番から９番につきましては、 

  申請地は、津富浦小学校の北東、国道５１号から北側に入った市道松子１号線の東

側の農地で、現状はこれまでの一時転用許可のとおり、砂利採取用地として使用され

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、④賃借権の設定、許可後の計画変更承認

の３番から９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、④賃借権の設定、許可後の計画変更承認の

３番から９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、④賃借権

の設定、許可後の計画変更承認の３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。④賃借権の設定許可後の計画変更承認の３番は可決さ

れました。 

次に、④賃借権の設定、許可後の計画変更承認の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。 

(挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。④賃借権の設定許可後の計画変更承認の４番は可決さ
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れました。 

次に、④賃借権の設定、許可後の計画変更承認の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。④賃借権の設定許可後の計画変更承認の５番は可決さ

れました。 

次に、④賃借権の設定、許可後の計画変更承認の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。④賃借権の設定許可後の計画変更承認の６番は可決さ

れました。 

次に、④賃借権の設定、許可後の計画変更承認の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。④賃借権の設定許可後の計画変更承認の７番は可決さ

れました。 

次に、④賃借権の設定、許可後の計画変更承認の８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。④賃借権の設定許可後の計画変更承認の８番は可決さ

れました。 

次に、④賃借権の設定、許可後の計画変更承認の９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。④賃借権の設定許可後の計画変更承認の９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 農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願につい

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１９ページをお開き願います。 
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議案第３号、「農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願」について、でご

ざいます。１件の申請がございました。 

 本来、農地の地目変更登記手続きに際しましては、農地法による許可書に基づいた

転用事実確認証明書を添付しなければ地目変更をすることはできません。今回の申請

は農地法の所定の許可を得ないまま２０年以上経過し、この間、農地法第５１条の規

定による違反転用の処分を受けていない土地について、農地法の規定に基づく許可を

要しない旨の千葉県知事等の証明を受けようとするものでございます。 

  １番、松崎にお住いの申請人が松崎の畑、現況：宅地１筆、１５８㎡を「昭和４４

年以前から宅地として使用しているため、地目変更をしたい」との事由により、農地

法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願が提出されたものでございます。なお、

証明願には、２０年以上前に撮影（平成１２年１月２６日撮影）された航空写真が添

付されており、この間、農地法第５１条の規定による違反転用の処分は受けておりま

せん。総会資料２９ページに案内図、３０ページに公図の写しがございます。 

  なお、この証明は、千葉県農地転用関係事務指針に基づくものであり、証明の主な

目的としましては、本来は、農地法に基づく農地転用許可が必要であるにもかかわら

ず、許可を受けずに不動産登記法の手続きのみで地目変更がなされることを抑制する

ため、法務局及び登記官の協力を得て、指導による農地法等の法令遵守の効果を期待

するものであって、不動産登記法による登記手続の運用を妨げるものではない、とさ

れております。 

以上で議案第３号、農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願について、

の説明を終わらせていただきます。ご審議のほど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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○小委員長 議案第３号 農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願につきま

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 農地法の規定に基づく許可を

要しない土地の証明願について、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） 



- 36 - 

 

○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８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２０ページをご覧ください。 

  議案第４号、令和２年度第８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２１ページのとおり、 

令和２年度第８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は、２２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、２３ページから２６ページを

ご覧ください。それでは、２２ページの総括表をご覧ください。 

  １．利用権設定でございます。 

  右側の欄にございますが、利用権の種類は、賃借権でございます。契約期間１０年

のものが、６８，８０１㎡、田５８筆１５件、畑３筆１件で、詳細は２３ページの１

番から２５ページの１６番まででございます。 

総括表にお戻りいただきまして、契約期間２０年のものが、１５，１２８㎡、田６

筆５件で、詳細は２５ページの１７番から２６ページの２１番まででございます。 

  総括表にお戻りいただきまして、合計の契約面積は、８３，９２９㎡、田６４筆２

０件、７７，９３３㎡、畑３筆１件、５，９９６㎡でございます。  

内訳につきましては、新規設定が契約面積、２７，９０５㎡、田２４筆８件、２７，

９０５㎡でございます。 

再設定が契約面積 ５６，０２４㎡、田４０筆１３件、５０，０２８㎡、畑３筆１件、

５，９９６㎡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４号、令和２年度第８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。ご審議のほど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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 
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○議長 矢﨑小委員長 

○小委員長 議案第４号 令和２年度第８次農用地利用集積計画の決定につきましては、 

  審査の中で、委員より、「総括表下段に１件重複を含むとあるが、どういうことか」

との意見があり、「議案２３ページ番号５の右端、土地の区分で1契約の中で新規設定

と再設定があるためです。また、議案第５号の配分計画も同様です。」とのことでした。 

他に質疑はなく、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８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、議案第５号、令和２年度第７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、先ほど差し替えさせていただきました、議案集の２７ペー

ジをご覧ください。 

議案第５号、令和２年度第７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、２８ペ

ージのとおり、令和２年度第７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。 

  先ほど、議案第４号、令和２年度第８次農用地利用集積計画において、ご審議いた

だきました、農地中間管理機構に貸し付ける農地を、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、２９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、３０ページから３

３ページをご覧ください。それでは、２９ページの総括表をご覧ください。 

  １．利用権設定でございます。 

  右側の欄にございますが、利用権の種類は、賃借権でございます。 
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 契約期間が１０年のものが、６８，８０１㎡、田５８筆１５件で、詳細は，３０ペ

ージの１番から３２ページの１６番まででございます。 

  総括表にお戻りいただきまして、契約期間が２０年のものが、１５，１２８㎡、田

６筆３件で、詳細は，３３ページの１７番から１９番まででございます。 

  総括表にお戻りいただきまして、合計の契約面積は、８３，９２９㎡、田６４筆１

８件、７７，９３３㎡、畑３筆１件、５，９９６㎡でございます。 

内訳につきましては、新規設定が契約面積 ２７，９０５㎡、田２４筆７件、２７，

９０５㎡でございます。 

  再設定が契約面積５６，０２４㎡、田４０筆１２件、５０，０２８㎡、畑３筆１件、

５，９９６㎡でございます。 

 以上で議案第５号、令和２年度第７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。ご審議のほど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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○小委員長 議案第５号 令和２年度第７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５号 令和２年度第７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、あっせんの実施について、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３４ページをお開きください。 

議案第６号、あっせんの実施について、でございます。成田市農業委員会農地移動

適正化あっせん基準第７条の規定により、あっせんの申し出がありましたので、あっ
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せんの実施、相手方候補者の選定、及びあっせん委員の指名についてご審議いただく

ものでございます。 

  ①売買でございます。１番、千葉市緑区にお住いの申出者より、大和田の田６筆、

合計１５，１０８㎡を売渡したいとの申し出がございました。 

この申し出は、あっせん基準第８条第１項第１号の ア、あっせんを行なうことを適

当とすべき農用地等の所有者から、農用地等の売渡し、貸付け又は交換の申し出に該

当しておりますので、まず、あっせんの実施についてご審議をお願いするものです。 

あっせんの実施が承認されますと、同基準第９条の規定により相手方となるべき者

の候補を議案に記載のとおり選定してよろしいか、ご審議をお願いいたします。相手

方候補者につきましては、あっせん候補者名簿より申出土地と隣接した農地を耕作す

る認定農業者５名を選定しており、あっせんの順位につきましては、同基準第５条第

１項第１号の規定により、農地の集団化・経営の効率化などの５つの要件を総合的に

判断し、決めております。順位１番から４番までが大和田にお住いの方、５番が野馬

込の法人を候補者として選定いたしました。 

次に、あっせんを実施する場合は、同基準第１１条の規定により農業委員の中から

あっせん委員２名を指名し、あっせんを行なうことになりますので、議案に記載のと

おり、矢﨑委員と大竹委員を指名してよろしいか、ご審議いただくものでございます。 

  なお、あっせんが成立し、農業経営基盤強化促進法等により所有権移転した場合は、

譲渡所得から８００万円を控除できる特別控除を受けられるメリットがございます。 

以上で議案第６号、あっせんの実施についての説明を終わらせていただきます。ご

審議のほど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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○小委員長 議案第６号 あっせんの実施につきましては、 

 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、まず、あっせんの実施及び相手方候補者の

選定について、を採決いたします。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、あっせんの実施及び相手方候補者の選定につ

いては、可決されました。 



- 40 - 

 

次に、あっせん委員の指名について、を採決いたします。 

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、あっせん委員の指名については、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 議案集３５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いたしましたので、ご報告いたします。 

  ３６ページから３８ページに記載しております。 

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。４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。 

３９ページでございます。 

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。 

１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。 

３９ページから４２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。１３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。 

  ４３・４４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、５条で４件、合計で５件の証明願
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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を調査したところ、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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○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 議案集４５・４６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。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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長  

○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。 
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(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 議案集の４７ページから４９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。 

 ４件の届出がございました。 

①農地法施行規則第５３条第１１号の規定による届出、電気事業者が行なう送電用

電気工作物等の設置が２件ございました。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な

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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○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) 

○議長 神崎事務局長 

○神崎事務局長  議案集の５０・５１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。 
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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２

件、②成田市から５件、合計１０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なっていただきました結果により、記載内容のとお

り回答いた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。 

(矢﨑小委員長の挙手あり) 

○議長 矢﨑小委員長 

○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。 

○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。 

 

 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４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４０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 １０月 ８日 

  

議事録署名人 

                                  

 

                                  

 

                                  


