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１．開催日時  令和３年６月８日（火） 

        午後１時３０分から午後３時３５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 令和３年度第４次農用地利用集積計画の決定について 

議案第４号 令和３年度第４次農用地利用配分計画について 

議案第５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

議案第６号 「令和２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３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 

 

 

７. 出席した農業委員会事務局職員 

事 務 局 長  井 上 裕 二 

  農 地 係 長  鎌 形 清 人 

振 興 係 長  櫻 井   哲 

  主 査  髙 木 信 一 

  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１２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、５番 湯浅

委員、６番 諏訪和惠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３年度第４次農用地利用集積計画の決定について 

議案第４号 令和３年度第４次農用地利用配分計画について 

議案第５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

議案第６号 「令和２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３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。 

(井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 それでは、議案集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

５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、山口にお住いの譲受人が、中台六丁目にお住まいの譲渡人が所有する山口の

畑１筆、４２６㎡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、「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。 

譲渡人の事由は、「相続により取得したが、耕作することが困難であるため申請地を

譲渡したい」というもので、総会資料１ページに案内図がございます。 

続きまして２番、譲受人である佐倉市の法人が、松崎にお住まいの譲渡人が所有す

る、松崎の畑６筆及び田、現況：畑１筆、合計２，７６４㎡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、「農業経営規模を拡大するため、活動拠点

に隣接しており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。譲渡人の事由は、「高齢で後継者もいないため、

申請地を譲渡し離農したい」というもので、総会資料２ページに案内図がございます。 

４ページをご覧ください。 

②贈与でございます。１件の申請がございました。 

１番、四谷にお住まいの受贈者が、同じく四谷にお住まいの贈与者が所有する、四

谷の田１筆、１，０１０㎡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、「自作地に隣接し、耕作に便利なため親戚より贈与を受ける」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、「親戚に贈与す

る」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、③使用貸借権の設定でございます。２件の申請がございました。 

１番と２番は同一の借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。 

１番、印旛郡酒々井町にお住いの借受人が、東峰にお住まいの貸付人が所有する、

川上の畑２筆、合計４，８８７㎡に使用貸借権を設定したいという申請でございます。 

借受人の事由は、「父と使用貸借権により権利を設定し、新規就農したい」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。貸付人の事由は、「子の

要望による」というもので、総会資料４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。 

２番、同じく印旛郡酒々井町にお住いの借受人が、東峰及び香取郡多古町にお住い

の相続人が所有する畑１筆、４，３０３㎡に使用貸借権を設定したいという申請でご

ざいます。借受人の事由は「姉妹と使用貸借により権利を設定し、新規就農したい」

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。貸付人の事

由は、「兄弟の要望による」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。 
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○議長 それでは、農地法第３条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。 

(宮内主査の挙手あり) 

○議長 宮内主査 

○宮内主査 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、

梅などを作付け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。 

続いて、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、登記地目田・現況

畑及び畑の計７筆を取得し、露地野菜を作付け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) 
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○議長 森川 小委員長 

○小委員長 去る６月４日、午後１時から、中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２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。 

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、市道山口大崎美郷台線の南側に位置する農地で、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、農地法第３条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、松崎

保育園の南西、市道松崎新田境田線の北側に隣接する農地で、畑として耕作されてお

りました。 

審査の中で、作付する作物について質疑があり、添付書類より菜種、小麦、大豆等

を作付けする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、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
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明をお願いします。 

(宮内主査の挙手あり) 

○議長 宮内主査 

○宮内主査 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１番は、田１筆を取得し、

水稲を作付け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。以上でございます。 

○議長 次に、②贈与の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 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、四谷

青年館の南、市道四谷高倉線の南側に隣接する農地で、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、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。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②贈与の１番は可決されました。 

続きまして、農地法第３条③使用貸借権の設定の１番と２番につきましては、同一

の借受人による申請で関連がございますので、一括して審議いたします。 
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法令に基づく詳細な説明をお願いします。 

(宮内主査の挙手あり) 

○議長 宮内主査 

○宮内主査 ３条③使用貸借権の設定の１番及び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５

０ａ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、使用貸借権の設定の１番は畑２筆

を取得し、小麦を作付けしたいという営農計画です。２番につきましては、畑１筆を

取得し、季節ごとに旬の野菜を作付け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。 

以上のことから使用貸借権の設定の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、借受人は新規就農者のため、認定農業者ではありません。以上でございます。 

○議長 次に、③使用貸借権の設定の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。 

(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③使用貸借権の設定の１番と２番につきまして

は、申請地は、グリーンウォーターパークの南西、市道川上新田線の東西に位置する

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。 

〇矢﨑委員 借受人１名と貸付人２名が、それぞれ３分の１ずつの持ち分の案件と考え

てよろしいでしょか。また、遺産相続協議は終っていると考えてよろしいでしょうか。 

〇髙木主査 この畑に係る持ち分ですが、貸付人の持ち分は３分の２です。残りの３分

の１は、借受人が権利を所有しております。また、遺産相続協議は終わっていません。 

○議長 その他ありませんか。 
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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、農地法第３条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③使用貸借権の設定の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。 

(井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 それでは、総会資料６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

１１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、富里市にお住いの譲受人が、米野にお住いの譲渡人が所有する、吉倉の田１

筆、２，１２０㎡を売買により取得し、貸資材置場として転用したいという申請でご

ざいます。 

資料につきましては、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、譲受人である富里市の法人が、山武市及び茨城県つくば市にお住いの譲渡人

が所有する、名古屋の畑１筆、１，５０５㎡を売買により取得し、資材置場として、

転用したいという申請でございます。 

資料につきましては、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。 

続きまして、７ページをお開きください。 



- 11 - 

 

３番、譲受人である東京都中央区の法人が、吉岡にお住いの譲渡人が所有する、水

の上の畑１筆、３，０６７㎡を売買により取得し、駐車場用地として、転用したいと

いう申請でございます。資料につきましては、総会資料９ページに案内図、１０ペー

ジに公図の写しがございます。 

 続きまして、８ページです。 

②使用貸借権の設定でございます。４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㎡を借り受けて、営農型太陽光発電施設用地として、令和６

年６月１４日まで一時転用したいという申請でございます。 

資料につきましては、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。 

２番、借受人である東京都足立区の法人が、前林にお住いの貸付人が所有する、前

林の田１筆、１，２９０㎡を借り受けて、土砂等の利用による農地造成用地として、

令和６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。資料につきまして

は、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。 

３番と４番は同一の借受人による同一事業で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、３番は所にお住いの貸付人が所有する、所の田１筆の一部、

１８０㎡に、４番は所にお住いの貸付人が所有する、所の田１筆の一部、１２２㎡に

使用貸借権を設定し、砂利採取事業の搬出路用地として、令和４年１１月３０日まで

一時転用したいという申請でございます。 

資料につきましては、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。 

 続きまして、９ページをお開き願います。 

③賃借権の設定でございます。４件の申請がございました。 

１番、賃借人である所の法人が、所にお住いの賃貸人が所有する、所の畑３筆の一

部及び畑１筆、合計９９０㎡を借り受けて、農産物販売施設用地として転用したいと

いう申請でございます。 

資料につきましては、総会資料１７ページに案内図、１８ページに公図の写しがご

ざいます。 

２番、賃借人である茨城県稲敷市の法人が、吉岡にお住いの賃貸人が所有する、吉

岡の田１筆の一部、４４２㎡に賃借権を設定し、砂利採取事業による搬出路用地とし

て、令和４年１１月３０日まで一時転用したいという申請でございます。 

資料につきましては、総会資料１９ページに案内図、２０ページに公図の写しがご
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ざいます。 

３番と４番は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。 

賃借人である東京都千代田区の法人が、３番は一坪田にお住いの賃貸人が所有する、

一坪田の畑１筆、１，６６２㎡に賃借権を設定し、砂利採取事業による作業ヤード用

地として、また、４番は一坪田にお住いの賃貸人が所有する、 

一坪田の田１筆の一部、８９０㎡に賃借権を設定し、砂利採取事業による搬出路及

び作業ヤード用地として、令和４年１１月３０日まで一時転用したいという申請でご

ざいます。 

資料につきましては、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。 

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。 

     (高木主査の挙手あり) 

○議長 高木主査 

○高木主査 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、貸資材置場です。貸資材置場は、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、会社の役員が取得・整備し、当該会社に貸し付けるものである

ため、許可出来る例外規定に該当します。 

  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１０月１日着手、令和３年

１２月１０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なので、盛土切土を伴う造成工事を行わず、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

等への支障はありません。 
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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、吉倉

共同利用施設の南東、市道成田法ケ塚線の南側に隣接する農地で、現況は耕作されて

おらず、草が生い茂ってしておりました。 

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。 

(高木主査の挙手あり) 

○議長 高木主査 

○高木主査 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、建築物解体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、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、許可日に着手、令和３年９月３０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なので、盛土切土を伴う造成工事を行わず、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
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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番につきましては、申請地は、県立

下総高等学校の北東、市道名古屋中里線の北側に隣接する農地で、現況は耕作されて

おらず、草が生い茂ってしておりました。 

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、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、①売買の３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。 

(高木主査の挙手あり) 

○議長 高木主査 

○高木主査 ５条①売買の３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、従業員と来客用の駐車場用地９０台分です。現在、従業員駐車場とし

て、隣接する借地及び自社所有地で対応していますが、市道拡幅に伴い、借地を返却

とすること及び、狭小となる自社所有地での対応が困難となるため駐車場用地として

整備します。 

 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９月１日着手、令和３年１
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２月３０日完了の予定です。 

  行政庁の許認可等の見込みについて、開発指導要綱に基づく事前協議は終了してお

ります。 

 計画面積の妥当性については、既存の施設、倉庫２棟、事務所棟及が設置されてい

る約６，５５０平方メートルの敷地に隣接し、申請に係る農地３，０６７平方メート

ルを拡張するとし、２分の１を超えない範囲で設置されるもので、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埋立て等を行わず砕石敷きにして整地し、敷地内で

浸透処理する計画です。汚水雑排水はありません。 

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。 

(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３番につきましては、申請地は、旧川

上小学校の北西、県道横芝下総線を南側に入った農地で、現況は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５条①売買の３番は可決されました。 

続きまして、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。 

(高木主査の挙手あり) 

○議長 高木主査 

○高木主査 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
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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。 

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

としては昨年度とほぼ同等の１２０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。 

(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、市道大竹林畑線の西側に隣接する農地で、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、②使用貸借権の設定の１番を採決いたしま
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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、②使用貸借権の設定の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。 

(高木主査の挙手あり) 

○議長 高木主査 

○高木主査 ５条②使用貸借権の設定の２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、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、土砂等の利用による農地造成用地です。 

 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。 

  転用行為の妨げとなる権利を有する者は、子と農地法３条の使用貸借権を設定して

おりましたので、令和３年５月２４日付けで合意解約書を受付しております。 

  申請の用途に供することの確実性については、令和３年８月１日着手、令和６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、森林法については、林地開発許可申請書が令

和３年２月１０日に受付されております。 

埋立条例については、事前協議が令和３年３月３日に終了しております。 

 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、土地所有者とは令和３年

７月に賃貸借または使用貸借契約を締結する予定です。 

 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、事業区

域内で調整池、集水桝で集水し、調節して既設の排水施設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。 

 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、キャベツを

作付けする計画書、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。 
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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②使用貸借権の設定の２番につきましては、申

請地は、前林向辺田共同館の北東、市道官林前林線を北側に入った農地で、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、②使用貸借権の設定の２番に関する、ご

意見・ご質問をお願いします。 

〇山倉委員 農地造成と言っているが、残土処理では無いのですか。また、処理後キャ

ベツを作付けするとのことですが、残土処理した後にキャベツは育たないのではと考

えますがいかがでしょうか。 

○高木主査 農地法の他に残土条例に基づく申請も出しているようなので、行為として

は残土施設です。農地法では、残土埋め立てという観点ではありません。ルール上、

今ある農地よりも同等若しくはそれ以上の農地にすることが農地造成です。農業委員

会では何を重視するかというと、持ってくる土もそうですが、表土を重要視します。 

キャベツの作付け計画に見合う土ということで、現在の表土、草が生えております

が、この表土をストックしておいて戻すのか。周りの山林を伐採したのちに良い山砂

が取れればその土を表土にするという計画で許可しております。 

〇山倉委員 今の状態では無理に見えますが。 

〇髙木主査 もともとは田でした。使用貸借後、田に戻すより、畑にし、キャベツを作

付けした方が収益的にも良くなるという計画です。 

〇山倉委員 「確約書」という表現がよくでますが、これは、農業委員、若しくは事務

局で監視若しくは確認しているのでしょうか。 

〇髙木主査 今回の完了というのは、土取りですので、３年間の期間があります。そこ

での事業が終了し、造成が終わったという届出が出されて事務局としても確認しに行

きますが、キャベツを作付けしているところを見るわけではなく、キャベツを作付け

出来る状態になっているかを見に行きます。よってキャベツを作付けしたところまで

は管理しません。近くに案件があったので、ついでに見に行く程度となってしまいま

す。地元の農業委員、推進委員が気にかけて見ていただければ、ポイントとなるのが、

次に、この会社が農地法の手続きをされた時に、確約書に書かれたことが守られたか、

守られなかったが、信用性の問題として審査対象になります。 
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〇矢﨑委員 現地を見たときに農地造成ではなくて、埋め立てによる山林への転用とい

う形の方がしっくりくるのではないかと思われた場合、どうでしょうか。 

〇髙木主査 山林への転用ですが、もちろん土地所有者の意向が一番ですが、造成後、

植林して地目を山林に変更できるかというと、農地法の事務指針によると、傾斜度が

強く、機械等の搬入が困難な場所と定義づけられていますので、今回の場所は平坦で

ありますので、要件にそぐわず、地目変更はできません。 

〇矢﨑委員 貸付人の営農状況を教えてください。 

〇髙木主査 田と畑を主有しております。田を７反５畝、畑を、３町４反所有していま

す。 

〇矢﨑委員 畑を随分やっておられますね。だからキャベツの発想が生まれたんですね。 

○議長 他にありませんか。 

（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、②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、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。 

続きまして、②使用貸借権の設定の３番と４番につきましては、同一の借受人によ

る申請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。 

(高木主査の挙手あり) 

○議長 高木主査 

○高木主査 ５条②使用貸借権の設定の３番と４番です。 

農地の区分は、農用地区域内にある農地です。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ます。また、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。 

  転用目的は、砂利採取事業に伴う搬出路用地です。 

  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。 

  土地改良事業については、土地改良区として、さしつかえない旨の意見書が添付さ

れております。 
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  申請の用途に供することの確実性については、令和３年８月１５日着手、令和４年

１１月３０日完了の予定です。 

行政庁の許認可等の見込みについて、砂利採取法は、令和３年１１月３０日まで認

可されております。 

  森林法は、令和７年１１月３０日まで許可されております。 

 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は、既に賃貸借契約を締

結しております。 

 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、事業は平成２８年１月２８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。 

(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 ②使用貸借権の設定の３番と４番につきまし

ては、申請地は、東京電力新佐原変電所の西、市道所上小川線を東側に入った農地で、

３番の現況は搬出路用地として使用されており、４番の現況は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使用貸借権の設定の３番と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、②使用貸借権の設定の３番と４番を採決し

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、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。 

次に、②使用貸借権の設定の４番を採決します。本案について小委員長報告のとお
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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４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。 

(高木主査の挙手あり) 

○議長 高木主査 

○高木主査 ５条③賃借権の設定の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、農産物販売施設を設置するものであるため、許可できる例外

規定に該当します。 

  転用目的は、隣接する借地で運営している、野菜及び果物の直売所用地の返却に伴

う代替地です。 

  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７月１０日着手、令和３年

７月３１日完了の予定です。 

  計画面積の妥当性について、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。店舗用地を含めても１台当たりの面積は約２

７平方メートルのため、面積基準以内で妥当な計画で、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、事業区域内の地下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。 

(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 ③賃借権の設定の１番につきましては、申請

地は、所二公民館の北西、市道所７号線の西側に隣接する農地で、現況は畑として管

理されておりました。 
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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、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、③賃借権の設定の１番を採決します。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。 

続きまして、③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。 

(高木主査の挙手あり) 

○議長 高木主査 

○高木主査 ５条②賃借権の設定の２番です。 

農地の区分は、農用地区域内にある農地です。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ます。現在、農振計画の達成に及ぼす影響について、農政課

へ意見照会中で、担当者との打合せでは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、砂利採取事業の搬出路用地です。 

  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、許可日以降着手、令和４年１１月３

０日完了の予定です。 

  行政庁の許認可等の見込みについて、砂利採取法につきましては、採取計画認可申

請書が近日中に提出される予定です。 

森林法につきましては、令和３年４月３０日に林地開発許可申請書が提出されてお

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は、同意を得ているとのこ

とです。 

  計画面積の妥当性については、山林原野等２３，０１４平方メートル、申請に係る

農地４４２平方メートル、合計２３，４５６平方メートルの事業区域内に、掘削区域

と搬出路を設ける計画で、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
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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、事業区

域内に浸透池及び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。 

  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、ハスを作付

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。 

(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 ③賃借権の設定の２番につきましては、申請

地は、大栄工業団地の東、市道吉岡９号線を東側に入った農地で、現況は耕作されて

おらず、草が生い茂ってしておりました。 

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、③賃借権の設定の２番を採決します。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２番は可決さ

れました。 

続きまして、③賃借権の設定の３番と４番につきましては、同一の借受人による申

請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。 

(高木主査の挙手あり) 

○議長 高木主査 

○高木主査 ５条③賃借権の設定の３番と４番です。 

農地の区分は、農用地区域内にある農地です。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ます。また、農振計画の達成に及ぼす影響について、農政課
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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。 

  転用目的は、砂利採取事業に伴う搬出路用地です。 

  資力及び信用については、残高証明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。 

  土地改良事業については、現在、賃借人より土地改良区へ意見照会中で、担当者と

の打合せでは、さしつかえないという回答を得ているとのことです。 

  申請の用途に供することの確実性については、令和３年１０月１日着手、令和４年

１１月３０日完了の予定です。 

  行政庁の許認可等の見込みについて、砂利採取法は、認可申請書が近日中に提出さ

れる予定です。 

森林法については、林地開発変更許可申請書が令和３年４月３０日に受付されてお

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は、既に契約済みであり、

問題ないと思われます。 

  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、事業は平成１７年１月１７日から許可を受けて

行われている砂利採取区域を拡大するもので、浸透池を設置し雨水による土砂の流出

を防止する計画です。 

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、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。 

(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 ③賃借権の設定の３番と４番につきましては、

申請地は、前林小学校の北西、県道 成田小見川 鹿島港線から北側に入った農地で、

現況は、いずれも適正に管理、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、③賃借権の設定の３番と４番に関する、
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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賃借権の設定の３番と４番を採決します。

なお、採決は案件ごとに行います。まず、③賃借権の設定の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、農地法第５条③賃借権の設定の３番は可決さ

れました。 

次に、③賃借権の設定の４番を採決します。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 それでは、議案第３号、令和３年度第４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。 

(井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 それでは、議案集１０ページをお開き願います。 

  議案第３号、令和３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１１ページのとおり、令

和３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、１２ページから１４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につきましては、１５ページから２

１ページとなります。それでは、１２ページでございます。 

  １．利用権設定でございます。 

  まず、使用貸借権でございます。 

  契約期間５年のものが、５９４㎡、田２筆１件で、詳細は１５ページの１番でござ

います。 

契約期間６年のものが、２０，０００㎡、畑３筆１件で、詳細は１５ページの２番

でございます。 

契約期間１０年のものが、２，２２６㎡、田２筆１件で、詳細は１５ページの３番
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でございます。次に、賃借権でございます。 

  契約期間３年のものが、９，３２２㎡、田３筆１件、畑３筆１件で、詳細は１５ペ

ージの４番と５番でございます。 

  契約期間６年のものが、１７，５６０㎡、田１０筆１件、畑５筆１件で、詳細は１

５ページの６番と１６ページの７番でございます。 

  契約期間１０年のものが、４５，０３６㎡、田３０筆７件、畑８筆７件で、詳細は

１６ページの８番から１８ページの２１番でございます。 

  合計の契約面積は、９４，７３８㎡、田４７筆１１件、５３，２９０㎡、畑１９筆

１０件、４１，４４８㎡でございます。  

内訳につきましては、新規設定が契約面積３４，７７３㎡、田１３筆５件、１３，

３５２㎡、畑７筆５件、２１，４２１㎡でございます。 

  再設定が契約面積５９，９６５㎡、田３４筆８件、３９，９３８㎡、畑１２筆５件、

２０，０２７㎡でございます。続きまして、１３ページをお開き願います。 

  ２－１．集積計画一括方式による利用権設定でございます。 

すべて、使用貸借権でございます。 

  契約期間５年のものが、１，０１４㎡、田２筆１件で、詳細は１９ページの１番で

ございます。 

  合計の契約面積は、１，０１４㎡、田２筆１件でございます。  

内訳につきましては、すべて再設定で、契約面積１，０１４㎡、田２筆１件でござ

います。 

続きまして、２－２．集積計画一括方式による利用権設定の転貸でございます。 

 すべて、使用貸借権でございます。 

契約期間５年のものが、１，０１４㎡、田２筆１件で、詳細は２０ページの１番で

ございます。 

  合計の契約面積は、１，０１４㎡、田２筆１件でございます。  

内訳につきましては、すべて再設定で、契約面積１，０１４㎡、田２筆１件でござい

ます。続きまして、１４ページです。３．所有権移転でございます。 

１件ございました。 

詳細につきましては、２１ページをお開きいただきたいと存じます。 

所有権移転の１番、譲受人である野馬込の法人が、小浮にお住いの譲渡人が所有す

る、小浮の田３筆、１０，１４９㎡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３年７月１６日でございます。本件は、当事者間の賃貸借契約によ
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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

でございます。 

  以上で、議案第３号、令和３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 令和３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。 

  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。 

〇矢﨑委員 配分計画にも言えることですが、農政課とも関係があると思われますが、

終期については、稲刈りが終わった１０月末とか、作付け品目によって、合わせた方

が良いのではないでしょうか。例えば、契約期間を１０年ちょうどとしないで、１０

年５ヶ月とした方か良いのではないでしょうか。 

  農政課と話してもらい、政策上問題が無いのであれば、終期の調整を図れるか検討

してもらいたいと思います。 

〇議長 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、議案第３号、令和３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３号の審議を終わらせていただきます。 

 

○議長 それでは、議案第４号、令和３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。 

(井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 それでは、議案集２２ページをお開き願います。 

議案第４号、令和３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、２
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３ページのとおり、令和３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３年度第４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、２４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につきましては、２５ページから２６ページ

をご覧ください。それでは、２４ぺージをお開きください。 

  まず、使用貸借権でございます。 

  すべて、契約期間５年のもので、５９４㎡、田２筆１件、詳細は２５ページの１番

でございます。 

次に、賃借権でございます。 

  すべて、契約期間１０年のもので、３３，２３７㎡、田２３筆６件、詳細は２５ペ

ージの２番から２６ページの７番でございます。 

  合計の契約面積は、３３，８３１㎡、田２５筆７件、でございます。 

内訳につきましては、新規設定が契約面積３，６５３㎡、田３筆３件、でございま

す。 

  再設定が契約面積３０，１７８㎡、田２２筆６件、でございます。 

  以上で議案第４号、令和３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３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３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。 
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○議長 次に、議案第５号、相続税の納税猶予に関する適格者証明願について、を議題

とします。事務局より説明をお願いします。 

(井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 議案集２７ページをお開き願います。 

  議案第５号、「相続税の納税猶予に関する適格者証明願」について、でございます。

租税特別措置法第７０条の６第１項の規定による相続税の納税猶予に関する適格者証

明願が提出されました。 

  納税猶予の適用には、死亡の日まで農業を営んでいた被相続人から、農業の用に供

していた農地を相続又は遺贈により取得した農業相続人が、相続税の申告期日までに

農業経営を開始し、担保の提供など一定の手続きを行うことが必要となります。 

その結果、通常の評価によって計算した相続税額と、農地として利用し続けること

を前提とした、非常に低い農業投資価格によって計算した相続税額との差額について

相続税の納税が猶予されます。 

  本案に関しましては、申請人が農業適格者かどうかについて、審議していただきま

す。被相続人が相続税の納税猶予制度に規定する被相続人に該当するか、また農業相

続人が相続により取得した農地において農業を開始し、その後、引き続き農業経営を

行うと認められるかどうかについて審議いただき、適格であるならば、その農地の所

在地の農業委員会が証明をするものであります。 

 １番、上町にお住いの相続人が囲護台の畑２筆・合計１，０２６㎡を相続するにあ

たって、租税特別措置法第７０条の６第１項の規定を受けるために適格者証明願が提

出されたものでございます。 

特例農地の相続開始年月日は、令和２年１０月１３日で、相続人が同日に農業経営

を開始しております。被相続人の農業従事の状況でございますが、農地基本台帳によ

り生前より農業に従事していることを確認しております。 

また、申請地は市街化区域で、生産緑地の指定を受けており、資料につきましては、

総会資料２３ページに案内図がございます。 

なお、本件につきましては、令和３年４月１２日開催の第１０回総会において、「生

産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議いただいた案件

ですが、相続登記が完了し、納税猶予の適用を受けようとする農地が確定したことか

ら、本証明願が提出されたものです。 

 以上で議案第５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について、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。 
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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。 

(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、相続税の納税猶予に関する適格者証明願につきましては、現

地を確認した委員から、草刈り等、適正な管理がなされていないようであるとの指摘

を受けました。また、事務局が相続人と協議の上、次回の総会までに改善を図るよう

指導すべきとの意見をいただきました。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。 

〇矢﨑委員 只今の小委員長報告で、草刈等がなされておらず、適正な管理ではなかっ

たため、事務局が指導すべきとありましたが、どのような指導を行う予定なのか。ま

た、既に指導したのであれば、その内容について教えてもらいたい。 

〇鎌形農地係長 小委員会終了後、相続人と連絡を取り、今回の結果を伝えましたとこ

ろ、次回総会までに是正し、その後適正に管理するとの約束を取り付けましたので、

次回総会で、改めて審議していただきたいと考えます。 

○議長 ただ今、事務局より、相続人と協議し、次回の総会で改めて審議したいとの説

明がありました。本案については、保留し、継続審議が必要と認められますが、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、議案第５号 相続税の納税猶予に関する適格

者証明願について、は「保留し継続審議とする」ことについて、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「保留し継続審議とする」に決しまし

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 それでは、議案第６号、「令和２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３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。 

(井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 【議案第６号「令和２年度目標及びその達成に向けた活動の点検・評

価」及び「令和３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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 それでは、議案集２８ページをお開き願います。 

  議案第６号、「令和２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３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６月１０日開催の第３６回総会にて可決されました「令和２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３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。 

  ２９ページでございます。初めに「令和２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．農業委員会の状況の、１．農業の概要につきましては、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きましては、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。 

 続きまして、３０ページです。 

 Ⅱ．担い手への農地の利用集積・集約化につきましては、令和２年度の集積目標に

対する実績は８４．４％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ました。活動に対する評価につきましては、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。 

３１ページをお開きください。 

  Ⅲ．新たな農業経営を営もうとする者の参入促進につきましては、令和２年度の実

績は、参入目標の５経営体を上回る１０経営体、参入実績面積は、１２．４ｈａであ

りました。 

 続きまして、３２ページです。 

 Ⅳ(4)．遊休農地に関する措置に関する評価につきましては、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２年度の実績は、解消目標２０ｈａに対して解消実績は、マイナス１２ｈａで、

達成状況としては、マイナス５８％となり、解消目標を達成することができませんで

した。活動に対する評価といたしまして、８月から１１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。 

続きまして、３３ページをお開きください。 

Ⅴ(5)．違反転用への適正な対応につきましては、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２年度実績の中で、年度中に新規発見された違反転用農

地につきましては、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。
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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。 

続きまして、３４ページから３６ページでございます。 

まず、Ⅵ(6)．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(7)．地域

農業者等からの主な要望・意見及び対処内容、Ⅷ(8)．事務の実施状況の公表等につき

ましては、令和２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。 

 ３７ページをお開きください。 

 続きまして、令和３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．農業委員会の状況の、１．農家・農地等の概要につきましては、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きましては、現在の

農業委員の皆様の状況を記載いたしました。 

 続きまして、３８ページです。 

 Ⅱ．担い手への農地の利用集積・集約化につきましては、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きましては、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。 

 ３９ページをお開きください。 

 Ⅳ(4)．遊休農地に関する措置につきましては、農業利用最適化推進委員が農地法第

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１％に当たる面積の解消を目標として記載いたしました。 

 Ⅴ(５)．違反転用への適正な対応につきましては、現状及び課題を踏まえた活動計

画を記載いたしました。 

 なお、今後の予定といたしましては、総会でご審議いただいた後、市ホームページ

及び農業委員会事務局窓口などで公表いたします。 

また、議案の内容につきましては、別様式にとりまとめ、県を通じて関東農政局へ

提出いたします。 

以上で議案第６号、「令和２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３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。 
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(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、「令和２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３年度の目標及び その達成に向けた活動計画」の策定につきましては、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６号、「令和２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３年度の目標及び その達成に向けた活動

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。 

(井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 それでは、議案集４０ページをお開きください。 

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。 

 ４１ページをお開きください。 

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。１３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、４８ページをお開きください。 

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。  
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次に、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。 

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、５０ページです。 

④転用事実確認証明でございます。 

４条で１件、５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。 

続きまして、５１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、並木町にお住いの申請者より、相続税の納税猶予を受けている並木町の畑１

筆の一部、３，１９２．５２㎡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、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。 



- 35 - 

 

○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。 

 (井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 それでは、議案集５２ページをお開きください。 

  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。 

(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。 

 (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 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。 

(井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 それでは、議案集５４ページをお開きください。 

 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３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。 

 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

理が１件ございました。急傾斜崩壊対策事業に係る廃土処理に伴う届出で、添付書類
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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、５５ページです。 

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。アンテナ支持柱及びアンテナ機器等の設置に

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 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。 

     (井上事務局長の挙手あり) 

○議長 井上事務局長 

○井上事務局長 それでは、議案集の最終５６ページをご覧ください。 

  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、千葉地方法務局香取支局より１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 ただ今の報告に関連して、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
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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１２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３５分） 
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