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１．開催日時  令和２年１２月９日（水） 

        午後１時３０分から午後２時４５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 

 

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 和解の仲介の申立てについて 

議案第４号 令和２年度第１０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９次農用地利用配分計画について 

議案第６号 農業委員会が定める下限面積の見直しについて 

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 
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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  鈴 木 達 也 
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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６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、１１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、１１番 泉

水委員、１２番 藤﨑 茂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 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 和解の仲介の申立てについて 

議案第４号 令和２年度第１０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９次農用地利用配分計画について 

議案第６号 農業委員会が定める下限面積の見直しについて 

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 それでは総会議案集の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

４件の申請がございました。 

 ①売買でございます。２件の申請がございました。 

 １番、前林にお住いの譲受人が、佐倉市にお住いの譲渡人が所有する、前林の田３

筆、合計４，４３０㎡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「経営の安定と規模拡大を図るため、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、「遠隔地で耕作困難なため、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。 

 続きまして、同じく議案集３ページの２番、桜田にお住いの譲受人が、同じく桜田

にお住いの譲渡人が所有する、桜田の畑１筆、２，７５９㎡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「経営の安定と規模拡大を図るため、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、「高齢で経営規模を縮小したいため、申請地を

譲り渡したい」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。 

 議案集の４ページをご覧ください。 

 ②贈与でございます。２件の申請がございました。 

１番、大栄十余三にお住いの受贈者が、同じく大栄十余三にお住いの贈与者が所有

する、大栄十余三の畑２筆、合計４，０１２㎡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、「父から農地の贈与を受け、引き続き農業経営を行いたい」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、「後継者である子に農地を贈与したい」というもので、総会資料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4ページの２番、宗吾一丁目にお住いの受贈者が、同じ

く宗吾一丁目にお住いの贈与者が所有する、下方及び五区入会の田２筆、合計２，１

３５㎡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、「耕作が難しくな

った叔父から農地の贈与を受け、引き続き農業経営を行いたい」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、「高齢かつ障害

があり、農作業に従事することが難しいため、申請者へ贈与したい」というもので、

総会資料４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。 

(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
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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、

稲発酵粗飼料、ＷＣＳ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２番は、畑１筆を取得し、

落花生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。以上でございます。 

○議長 次に、①売買の１番について小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(森川小委員長の挙手あり) 

○議長 森川小委員長 

○小委員長 去る１２月４日、午後１時から、４０２会議室におきまして、第２小委員

会を開催いたしました。委員６名、推進委員３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。 
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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、前林小学校

の北と北西の、市道前林地内線を東に入った２ヶ所の農地と、多良貝駐在所の南東、

市道多良貝大峰線を南に入った農地で、いずれも田として管理されておりました。 

審査の中で、委員より「譲受人のトラクターの保有状況について」の問いがあり、

「２台保有している」とのことでした。 

○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。 

（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１番は可決されました。 

次に①売買の２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。 

(森川小委員長の挙手あり) 

○議長 森川小委員長 

○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、桜

田小学校の東南東、市道権現前東ノ台線の南側に隣接する農地で、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２番は可決されました。 

次に、農地法第３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 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
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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、同一世帯内での所有権の移転であ

るため該当ありません。 

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。 

３条②贈与の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」については、要件を満たしております。 

許可基準第５号の「経営面積の合計が５０ａ以上であること」については、今回取

得する農地を含めることで５０ａ以上になるため、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、贈与の２番は、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。 

以上のことから贈与の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。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。 

（森川小委員長の挙手あり) 

○議長 森川小委員長 

○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、大

栄十余三構造改善センターの東、市道谷三倉羊舎前線の南側に隣接する農地で、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） 
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○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。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、農地法第３条②贈与の１番は可決されました。 

次に②贈与の２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。 

（森川小委員長の挙手あり) 

○議長 森川小委員長 

○小委員長 議案第１号、農地法第３条 ②贈与の２番につきましては、申請地は、公

津スポーツ広場の東にある、市道下方殿谷蛭田線を南側に入った農地及び下方青年館

の西にある、市道下方酒々井線を西側に入った農地で、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。 

○議長 ただ今の報告につきまして、②贈与の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、②贈与の２番を採決いたします。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、農地法第３条②贈与の２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 議案集５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４件の申請がございました。 

①売買でございます。４件の申請がございました。 

 １番、譲受人である東京都新宿区の法人が、香取市にお住いの譲渡人が所有する桜

田の畑１筆、１，４６３㎡を売買により取得し、太陽光発電施設用地として、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
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ございます。 

 議案集にお戻りいただきまして、５ページから６ページの２番から４番までは、同

一の譲受人による同一の事業であり、関連がございますので、一括してご説明いたし

ます。譲受人である柏市の法人が、 

２番は、千葉市稲毛区にお住いの譲渡人が所有する、村田の畑２筆及び田１筆、合

計１，５７３㎡を、３番は、村田にお住いの譲渡人が所有する、村田の畑１筆、３３

６㎡を、４番は、村田にお住いの譲渡人が所有する、村田の田１筆及び畑１筆、    

合計 １，０６３㎡を売買により取得し、太陽光発電施設用地として、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。 

 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。 

    (鈴木副主査の挙手あり) 

○議長 鈴木副主査  

○鈴木副主査 農地法第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以外の農地で、都市計画法に規定する用途

地域が定められていることから第３種農地に該当します。  

  転用目的は、太陽光発電施設用地です。 

  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３年２月１日着手、令和３年５

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は、電気事業者による再生可能エネルギー電気

の特別措置法については、平成３０年９月４日に事業計画が認定されています。 

  計画面積の妥当性については、申請に係る農地面積１，４６３㎡の敷地に、太陽光

パネル１９６枚を設置する計画で、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、事業区域内の自然浸透とする計画です。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影響

はありません。 
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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。 

(森川小委員長の挙手あり) 

○議長 森川小委員長 

○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、桜

田小学校の南東にある、市道権現前伊能原線から南側に入った農地で、現況は耕作さ

れておらず、草刈り管理がされていました。 

  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５条①売買の１番は可決されました。 

  次に、①売買の２番から４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①売買の２番から４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、隣接地と一体で同一事業を行うために農地転用を行う場合で、

事業目的達成のために農地転用が必要と認められ、かつ、開発面積に占める第１種農

地の割合が３分の１以下であるため、許可できる例外規定に該当します。 

  転用目的は、太陽光発電施設用地です。 

  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３年２月１０日着手、令和３年

７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、電気事業者による再生可能エネルギー電気の

特別措置法については、平成２５年１１月２８日と平成２５年１２月４日に事業計画

が認定されています。 

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は、土地売買契約並びに土
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地賃貸借契約が締結済みとなっています。 

 計画面積の妥当性については、申請に係る農地面積２，９７２㎡、山林原野等３９，

２００㎡、合計４２，１７２㎡の敷地に、太陽光パネル６，０５２枚を設置する計画

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ですが、区域内に排水溝を配備し、沈砂池、調整池及び土

堰堤を設置する計画です。 

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。 

(森川小委員長の挙手あり) 

○議長 森川小委員長 

○小委員長 議案第２号、農地法第５条 ①売買の２番から４番につきましては、申請

地は、村田コミュニティ集会施設の北、市道村田中央線の西側に隣接する農地で、現

況は耕作されておらず、草が生い茂っておりました。 

  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番から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、農地法５条①売買の２番から４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２番について、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、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番について採決致します。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、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①売買の４番について採決致します。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) 
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○議長 挙手全員でございます。よって、①売買の４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、和解の仲介の申立てについて、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 ７ページをお開き願います。 

  議案第３号、和解の仲介の申立てについて、でございます。 

  農地法第２５条では、農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関係の紛争につい

て、農林水産省令で定める手続きに従い、当事者の双方又は一方から和解の仲介の申

立てがあったときは、和解の仲介を行う旨、規定されております。 

  今回、申立人から、議案左側の「紛争に係る土地の所在」欄に記載されました農地

に関する賃貸借契約について、当事者間で紛争となっており、当事者同士の話し合い

では解決の見通しが立たないため、農業委員会に対して和解の仲介の申立てがござい

ました。 

  申立人からの聞き取りにより、紛争の経緯を要約いたしますと、昭和２１～２２年

以前から申立人の曽祖父母が当該農地を耕作しており、現在までの間に賃貸借契約を

２度にわたって契約しております。土地改良費につきましては、昭和５０年前後に成

田用水土地改良区の工事が完了した後から耕作者である申立人側で支払いを行ってい

たとのことで、賃借料につきましても、それぞれの農地に対して各２万円を毎年年末

に支払っていたとのことです。 

その後、成田富里いずみ清掃工場の付帯施設の整備計画や市道野毛平小泉線 整備

工事に伴い、「紛争に係る土地の所在」欄に掲げる上段の農地に、土地所有者である相

手方側の起工承諾書の提出を受けて農地の一部に盛土が行われております。 

また、「紛争に係る土地の所在」欄に掲げる下段の農地については、平成２７年から

生産調整のため自己保全管理を行っております。そのような状況を受け、申立人の母

と相手方の母との間で、今後は賃借料を支払わなくて良いとの合意があったとのこと

です。 

  その後、平成30年に相手方から賃借料の請求があり、申立人が相手方に賃借料の支

払いを行ったが、受け取りを拒否されたとのことです。令和２年１０月に再度賃借料

の請求があり、威圧的な態度であったとのことで、当事者間の話し合いでは解決の見

通しが立たないとのことで、今回の申立てに至りました。 
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 委員の皆様にご審議いただく事項といたしましては、１点目は、農業委員会として

和解の仲介の申立てを受理し、和解の仲介を行うかどうかについて、２点目は、和解

の仲介を行う場合、仲介を行う仲介委員３名について、農業委員からどの委員を指名

するかについて、この２点についてとなります。 

  ご審議いただく前に、和解の仲介自体が初めての方がほとんどかと思われますので、

制度のご説明をさせていただきます。 

 農地の利用関係に関する紛争を解決する手段として、①農業委員会による和解の仲

介、②農地調停、③民事訴訟の３つがございます。 

  まず、①農業委員会による和解の仲介ですが、当事者の申立てにより行政機関であ

る農業委員会が関与して紛争解決の糸口を見出し、早期に紛争処理を図るもので、地

域の実情等を良く知っている農業委員が仲介委員となり当事者双方の話を聞き、主張

や実情等を理解した上で、事実関係を整理し、双方が妥協し、納得できるような和解

案を提案し、説得を試みるという制度でございます。どちらか一方が正しい、正しく

ないということを争うわけではなく、あくまで第三者として農業委員会が各々の主張

を受けとめまして、当事者間で譲歩し合って紛争をやめることとする合意となります。

当事者間で和解が成立した場合は、和解調書を作成することとなり、この和解調書は

民法上の和解の効力が生じます。一方、当事者間に合意が成立する見込みがないと認

められる場合は、和解の仲介を打ち切ることとなります。 

  ②農事調停及び③民事訴訟については、いずれも裁判所を通じた紛争処理手続きで

ございまして、①農業委員会による和解の仲介と比較して一般的に時間や費用を要す

る手続きとなっております。 

以上で議案第３号、和解の仲介の申立てについて、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。 

(森川小委員長の挙手あり) 

○議長 森川小委員長 

○小委員長 議案第３号、和解の仲介の申立てにつきましては、審査の中で、委員から

は様々な意見が出たものの、過去において、和解の仲介の申立ての実例は無いが、農

業者の営農のためにも話し合いの場を設けることが良いのではないかとの意見になり

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、ご意見・ご質問をお願いします。 

○諏訪委員 申立人と結んでいる賃貸借契約とは、昔の小作権の付いた契約ではないで
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すよね。 

○平山農地係長 契約書のコピーを見る限り、永小作権等ではなく、賃借料を支払う賃

借契約です。 

○矢﨑委員 申立人の趣旨としては、賃借権を主張したいと書いてありますが、相手方

の考えが１８条６項の合意解約の申し出があったから、賃借権を主張しているのか。

賃借料は無料でいいよという合意があったにも関わらず、請求してきたので、どうに

かしてほしいという事なのか争点はどちらですか。 

○平山農地係長 相手方の主張としては、現在、作付けをしていないので賃貸借契約を

解約してほしいとのことです。申立人としては、現在は生産調整の関係で保全管理し

ている状態だが、曽祖父母の代から作って良いという話し合いができており、土地改

良費も毎年負担してきている状態なので、作付けしていないから契約を解約してほし

いと言われても応じられないという事です。 

双方で話もこじれてしまっています。相手方からは、解約しないのであれば賃借料

を払ってほしいと言われ、平成２７年以降、双方の母親同士で作付けしていないのだ

から賃借料はいらないと合意も図られており、気が進まないけれど、賃借料を払いに

行ったが受け取りを拒否され、双方主張が合わないところはあるが、申立人から農業

委員会に和解の仲介の申立てがありましたので、農業委員会としてお互いの主張を聞

取り、お互いの妥協点を探って進めて行きたいと考えております。 

○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、まず、農業委員会として、和解の仲介を行

うことでよろしいか採決いたします。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、農業委員会として和解の仲介を行うことで可

決されました。 

○議長 次に、和解の仲介を行うにあたり、農業委員から仲介委員を３名指名すること

となりますが、仲介委員の推薦をお願いします。 

（委員より議長一任を求める声） 

○議長 ただいま、議長一任との意見がありましたが、他にご意見等ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしと認め、事務局案の提示を求めます。 

(神崎事務局長の挙手あり) 

○議長 神崎事務局長 
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○神崎事務局長 それでは事務局案につきまして、ご説明させていただきます。 

仲介委員のお一人目でございますが、申し立てのありました久住地区の農業委員で

いらっしゃいます、檜垣会長にお願いしたいと存じます。 

お二人目でございますが、中立委員でいらっしゃいます、森川委員にお願いしたい

と存じます。 

三人目の仲介委員といたしまして、下総、大栄地区からおひとりお願いしたいと存

じますが、檜垣会長に仲介委員をお願いいたしますことから、大栄地区の秋山委員に

は、会長職務代理者としての職を担っていただき、仲介委員には下総地区の矢崎委員

をお願いしたいと存じます。以上でございます。 

○議長 ただいま、事務局案が示されましたが、ご意見、ご質問等ございませんか。 

（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、仲介委員の指名について、を採決します。

事務局案のとおりとしてよろしいか、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、仲介委員の指名については、事務局案のとお

り決しました。 

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１０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８ページをご覧ください。 

  議案第４号、令和２年度第１０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９ページのとおり、

令和２年度第１０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、１０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、１１ページから１７ページを

ご覧ください。それでは、１０ページをお開き願います。 

  １．利用権設定でございます。 

  右側の「利用権の種類」でございますが、賃借権でございます。 
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  契約期間６年のものが、６，９１５㎡、田６筆２件で、詳細は１１ページの１番と

２番でございます。 

  契約期間１０年のものが、１８０，１６４．６１㎡、田９９筆２８件、畑１１筆６

件で、詳細は１１ページの３番から１６ページの一番下、３６番まででございます。 

 合計の契約面積は、１８７，０７９．６１㎡、田１０５筆３０件、１６４，１３５．

６１㎡、畑１１筆６件、２２，９４４㎡でございます。 

 内訳につきましては、新規設定が契約面積、１３７，４３８㎡、田７０筆２２件、

１１９，４４６㎡、畑１０筆５筆、１７，９９２㎡でございます。 

  再設定が契約面積４９，６４１．６１㎡、田３５筆８件、４４，６８９．６１㎡、 

畑１筆１件、４，９５２㎡でございます。 

 同じく１０ページの２．にまいりまして、所有権移転でございます。一覧のとおり、

１件ございました。１件でございますので、１７ページに記載されております詳細の

欄でご説明いたします。 

 １７ページをお開きください。所有権移転の１番、長沼にお住いの譲受人が、松崎

にお住いの譲渡人が所有する、長沼の田１筆、３，０００㎡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。所有権

の移転時期は令和３年１月１５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４号、令和２年度第１０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。 

(森川小委員長の挙手あり) 

○議長 森川小委員長 

○小委員長 議案第４号 令和２年度第１０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１０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。 
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（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９次農用地利用配分計画については、農業委

員会等に関する法律第３１条第１項の規定により、藤﨑茂雄委員、藤崎明委員は議事

に参与できませんので暫時退室願います。 

（藤﨑茂雄委員、藤崎明委員 退室） 

○議長 それでは、議案第５号、令和２年度第９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 議案集の１８ページでございます。 

議案第５号、令和２年度第９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９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。 

  さきほど、議案第４号、令和２年度第１０次農用地利用集積計画において、ご審議

いただきましたうち、農地中間管理機構であります、公益社団法人千葉県園芸協会 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２４ 

ページをご覧ください。 

 それでは、２０ページをお開きください。利用権の種類は賃借権でございます。 

  契約期間が１０年のものが、１０９，０２６．６１㎡、田６８筆１３件、畑８筆２

件で、詳細は，２１ページから２４ページにあります一覧表のすべてでございます。 

 合計の契約面積は、１０９，０２６．６１㎡、田６８筆１３件、９４，５５２．６

１㎡、畑８筆２件、１４，４７４㎡でございます。 

内訳につきましては、新規設定が契約面積７３，１０４㎡、田３９筆８件、６３，

５８２㎡、畑７筆１件、９，５２２㎡でございます。 

  再設定が契約面積３５，９２２．６１㎡、田２９筆５件、３０，９７０．６１㎡、 

畑１筆１件、４，９５２㎡でございます。 

 以上で議案第５号、令和２年度第９次農用地利用配分計画について、の説明を終わ
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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。 

(森川小委員長の挙手あり) 

○議長 森川小委員長 

○小委員長 議案第５号 令和２年度第９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９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。 

退室されていた委員の入室をお願いします。 

（藤﨑茂雄委員、藤崎明委員 入室） 

 

○議長 次に、議案第６号 農業委員会が定める下限面積の見直しについて、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２５ページをお開き願います。 

議案第６号、農業委員会が定める下限面積の見直しについて、でございます。 

耕作を目的として農地の権利を取得する場合には、農地法第３条に基づく許可が必

要であり、この許可の要件の１つとして下限面積要件がございます。 

下限面積要件につきましては、農地取得後の経営面積が、原則として都府県は５０

a以上、北海道は２ha以上が必要となっておりますが、平成２１年の農地法改正によ

り、地域の実情に応じて農業委員会の判断で５０ａや２ｈａではない下限面積である 

別段の面積（下限面積）を定めることができるとされております。また、平成２３年

１月２３日付けで、「農業委員会の適正な事務実施について」の農林水産省経営局長通

知により、農業委員会は別段面積の設定・修正の必要性の有無について、組織決定を

行い、下限面積及び設定理由を公表することとなっております。 

別段面積を定めるためには、農地法施行規則第１７条の（に規定されておりますが、）
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第１項又は第２項のいずれかに該当している必要がございます。 

第１項は「平均規模が小さい地域」ということで、別段の面積未満の農地を耕作し

ている者の数が４割を下回らない、言い方を変えますと４割以上にする必要がござい

ます。 

第２項は、「担い手が不足している地域」ということで、遊休農地が相当程度存在す

る区域について、小規模農家の増加により、区域内及び周辺の農地等の効率的かつ総

合的な利用の確保に支障を生ずるおそれのない場合に別段の面積を設定することが可

能となっております。 

本年８月１日現在における千葉県内の市町村農業委員会の状況といたしましては、

５４市町村中２３市町村で別段の面積を設定しており、割合としては、全体の４２．

６％となっております。が、印旛管内では、別段の面積を設定している市町はありま

せん。 

今回、２０１５年農林業センサスの資料を基に成田市全域の適合状況を検証した結

果、５０アール未満の農地を耕作している世帯数が、耕作している世帯総数の６パー

セント未満であることから、農地法施行規則第１７条第１項（第３号で規定する別段

面積を定めようとする場合、その定めようとする面積未満の農地を耕作している者の

数が、耕作している世帯総数のおおむね百分の四十を下らないように算定されるもの

であることと）の規定を満たしておりません。また、同条第２項につきましては、本

市の遊休農地率は、横ばいの状況であり、担い手への農地の利用集積率も上昇してい

る状況でございます。 

以上のことから、成田市農業委員会においては、別段面積（下限面積）を設定せず、

農地法第３条第２項第５号で規定する５０アールを下限面積といたしたいと存じます。 

以上で議案第６号、農業委員会が定める下限面積の見直しについて、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。 

(森川小委員長の挙手あり) 

○議長 森川小委員長 

○小委員長 議案第６号 農業委員会が定める下限面積の見直しにつきましては、審査

の中で委員より、「新規就農者にとって５０アールは高い壁となっているのではないか」

との意見もありましたが、現状においても「花き、野菜等の栽培で施設園芸等集約的

な経営が行われる場合については、５０アール以上という基準は適用されません」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。 



- 21 - 

 

○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 農業委員会が定める下限面積

の見直しについて、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２６ページをご覧ください。 

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。 

 始めに２７ページから３１ページに詳細を記載しております、 

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。１５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。続きまして、３２ページ上段をご覧ください。 

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。２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。続きま

して、３２ページ下段及び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。３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。 

 続きまして、３４ページをご覧ください。 

④転用事実確認証明でございます。４条で３件の証明願がございました。この証明
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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。最後となります。３５ページをお開

きください。 

⑤引き続き農業経営を行っている旨の証明書でございます。１件の申請がございま

した。贈与税、相続税の納税猶予を受けている者は、引き続き納税猶予を受けるため

には、３年毎に、納税猶予の継続届出書に本証明を添付して、税務署に提出しなけれ

ばならないため、証明願いがあったものでございます。  

１番、江弁須にお住いの申請者より、相続税の納税猶予を受けている江弁須の畑２

筆、２，１１５㎡について、引き続き耕作し、農業経営を行っている旨の証明願いが

ございました。 

  事務局職員が現地調査を行い、それぞれ農地が良好に管理されていることを確認し

ましたので、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。 

(森川小委員長の挙手あり) 

○議長 森川小委員長 

○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 議案集の ３６ページから４３ページに記載してございます。 

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。２

０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
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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。 

(森川小委員長の挙手あり) 

○議長 森川小委員長  

○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。 

○矢﨑委員 年金のことですが、経営基盤強化の契約では年金がストップしてしまうこ

とがあるとのことですが、中間管理機構を通した契約であれば、年金は止まらないと

いう理解でよろしいでしょうか。 

○櫻井振興係長 はい、問題ありませんが、中間管理機構を通じた契約でも１０年未満

の契約では、止まってしまいますのでご注意下さい。経営基盤強化等の契約であって

も貸付者が６０歳未満の認定農業者等担い手であり、かつ１０年以上の契約であれば

止まりません。 

○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４４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。 

  全体で８件の届出がございました。初めに、４４ページをご覧ください。 

  ①農地法施行規則第２９条第１号の規定による届出が１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。続きまして、４５ページから４７ページに記載して

ございます。 

  ②農地法施行規則第５３条第５号の規定による届出、公共事業の施行に伴う廃土処
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理が５件ございました。大清水東和田線の道路改良工事に係る廃土処理に伴う届出が

１件、北須賀地区の急傾斜地崩壊対策工事に係る廃土処理に伴う届出が４件で、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。続きまして、４８ペ

ージをご覧ください。 

③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。最後に４９ペー

ジをお開き願います。 

  ④千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を超えない、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。 

(森川小委員長の挙手あり) 

○議長 森川小委員長 

○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ページと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。 

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２件、香取支局より２件、

②成田市の照会分として１件、合計５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。 
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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。 

(森川小委員長の挙手あり) 

○議長 森川小委員長 

○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６回成田市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

（閉会 午後２時４５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１２月 ９日 

  

議事録署名人 

 

                                  

 

                                  

 

                                  


