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１．開催日時  令和３年３月９日（火） 

        午後１時３０分から午後３時１０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  １４名 

議長  檜 垣 金 一       

１番  諏 訪 惠 昨   １１番  泉 水 厚 子     

２番  山 倉 正 義   １２番  藤 﨑 茂 雄 

３番  矢 﨑 光 二   １３番  森 川 光 江 

５番  湯 浅 恵 介   １５番  秋 山 皓 一 

７番  木 村 知 子   １７番  菅 澤  茂 

９番  秋 間 伸 一   １８番  藤 崎  明     

１０番  石 井 孝 和    

 

 

５．欠席委員  ４番  大 竹  卓    ６番  諏 訪 和 惠    

８番  北 﨑 悦 夫  １４番  小 川  繁 

１６番  石 原  滿 

 

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４条の規定による許可申請について 

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 

議案第４号 令和３年度第１次農用地利用集積計画の決定について 

議案第５号 令和３年度第１次農用地利用配分計画について 

報告第１号 専決処分について 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第３号 農地利用状況調査の結果について 
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報告第４号 あっせんの結果について 

報告第５号 農地法の許可を要しない農地転用について 

報告第６号 農地等の現況に関する照会について 

 

７. 出席した農業委員会事務局職員 

事 務 局 長  神 崎 良 浩 

  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、１４名です。 

  欠席委員は、４番大竹委員、６番諏訪和惠委員、８番北﨑委員、１４番小川委員、 

１６番石原委員です。 

  定足数に達しておりますので、ただ今から第９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、２月の総会以降の農業委員会業務につきましては、 

 お手元に配布しました「諸般の報告」のとおりでございます。ご了承願います。 

次に、議事録署名人の選出でございますが、慣例により議長において、１７番  

菅澤委員、１８番 藤崎明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４条の規定による許可申請について 

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 

議案第４号 令和３年度第１次農用地利用集積計画の決定について 

議案第５号 令和３年度第１次農用地利用配分計画について 

報告第１号 専決処分について 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第３号 農地利用状況調査の結果について 

報告第４号 あっせんの結果について 

報告第５号 農地法の許可を要しない農地転用について 

報告第６号 農地等の現況に関する照会について 

以上、議案５件、報告６件でございます。 

 

○議長 本日は４名の傍聴者が来ておりますので、これを認めます。事務局は傍聴者の

入室をお願いいたします。 

 

○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。 
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  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。５件の申請がございました。 

１番と２番は同一の譲受人による申請であり関連がございますので一括してご説明

いたします。香取市にお住いの譲受人が、１番は、馬乗里にお住いの譲渡人が所有す

る馬乗里の畑６筆、合計９，０４１㎡を、２番は、馬乗里にお住いの譲渡人が所有す

る馬乗里の山林（現況：畑）１筆、２４０㎡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、「近隣の農地を耕作しており経営規模拡大のため、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。譲渡人の事由は、１番、２番いずれも「高齢で後継者も不在のため、申請地を譲

渡したい」というもので、総会資料（案内図・公図）の１ページに案内図がございま

す。 

以降は「総会資料」と呼ばせていただきます。 

議案集にお戻りいただきまして、同じく３ページの３番、長沼にお住いの譲受人が、

飯岡にお住いの譲渡人が所有する、長沼の田１筆、１，０２１㎡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、「経営規模拡大を図るため、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。譲渡人の事由は、「高齢で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。 

４番、北羽鳥にお住いの譲受人が、関東財務局で所有する、北羽鳥の田１筆、５５

６㎡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、「先代より長

年耕作していた土地が所管確認により国有財産地である事を確認したため、今後も耕

作するために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、「譲受人の申請により、申請地を譲渡したい」

というもので、総会資料３ページに案内図がございます。 

議案集の４ページにお戻りいただきまして、５番、十余三にお住いの譲受人が、本

城にお住いの譲渡人が所有する、吉岡の畑１筆、２，０８８㎡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、「成田国際空港の事業用地として売払い

する農地の代替地として取得したい」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４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①売買の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５０ａ以上で

あること」については、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり要件を満たしております。 

許可基準第７号の「地域との調和要件」ですが、売買の１番及び２番は、畑７筆を

取得し、甘藷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、譲受人は認定農業者です。以上でございます。 

３条①売買の３番につきましては、提出されました許可申請書及び添付書類等を事

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

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

は、要件を満たしております。 

許可基準第４号の「農作業に常時従事すること」については、農作業に従事する日

数が年間１５０日以上であり要件を満たしております。 

許可基準第７号の「地域との調和要件」ですが、売買の３番は、田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。 
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なお、譲受人は認定農業者です。以上でございます。 

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、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。 

以上のことから売買の４番は、農地法第３条第２項各号の不許可の場合に当てはま

らないと判断いたしました。 

なお、譲受人は認定農業者ではありません。以上でございます。 

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

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、畑１筆を取得し、

甘藷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。以上でございます。  

○議長 次に、農地法第３条①売買の１番及び２番は、同一の譲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。①売買の１番及び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) 
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○議長 森川 小委員長 

○小委員長 去る３月４日、午後１時から、第２応接室におきまして、第２小委員会を

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

現地調査及び事前審査を行いました。 

それでは、報告に入ります。 

議案第１号、農地法第３条 ①売買の１番と２番につきましては、申請地は、東ノ

台農業集落センターの南西、市道林の下瀧尻線の西側に隣接する農地で、畑として管

理されておりました。 

  審査の中で、委員より「通作距離について」の問いがあり、「通作距離は３．１キロ

メートル、通作時間は車で５分」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、農地法第３条①売買の１番及び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３条①売買の１番と２番について

採決いたします。なお、採決は案件ごとに行います。まず、農地法第３条①売買の１

番について小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

    (挙手全員) 

○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。 

 (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３番につきましては、申請地は、長

沼第二 揚水機場の北東、市道 長沼６号線を西側に入った農地で、田として管理され

ておりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の報告につきまして、農地法第３条①売買の３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、農地法第３条①売買の３番を採決いたしま

す。本案について小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

    (挙手全員) 

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

次に、農地法第３条①売買の４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４番につきましては、申請地は、豊住

小学校の東、国道４０８号を西側に入った農地で、田として管理されておりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、農地法第３条①売買の４番に関する、ご

意見・ご質問をお願いします。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、農地法第３条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、農地法第３条①売買の５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５番につきましては、申請地は、大栄

ジャンクションの北、市道西ノ向中央線を西側に入った農地で、畑として管理されて

おりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、農地法第３条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、農地法第３条①売買の５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) 
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○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。 

  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４条の規定による許可申請について、を提案いた

します。事務局より説明をお願いします。 

(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４条の規定による許可申請について、でございます。 

  ２件の申請がございました。 

  １番、稲荷山にお住いの申請人が、稲荷山の畑（現況：雑種地及び宅地）７筆、合

計６０６㎡を、農家住宅拡張及び進入路用地として、転用したいという申請でござい

ます。 

  総会資料５ページに案内図、６ページに公図の写しがございます。 

議案集にお戻りいただきまして、２番、取香にお住いの申請人が、取香の畑（現況：

雑種地）３筆、合計２，２４８㎡を、貸駐車場用地として、転用したいという申請で

ございます。 

  総会資料７ページに案内図、８ページに公図の写しがございます。 

  以上で議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について、の説明を終わら

せていただきます。ご審議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４条の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 ４条の１番です。 

農地の区分は、農用地区域内にある農地のため、令和３年１月１８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、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、農家住宅拡張及び進入路用地です。 

信用について、まず農家住宅の拡張ですが、先代が昭和４７年頃に作業場等を宅地

内に建てるべきところ、農地法の手続きをせずに農地にはみ出して建築してしまいま

した。次に、進入路ですが、やはり先代が昭和４８年７月までに公道から宅地につな
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げるための進入路を、農地法の手続きをせずに農地に設置、舗装してしまいましたと

のことで顛末書が添付されています。 

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、事業は昭和４７年、４８年頃から建築、設置さ

れているものなので、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。 

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４条の１番につきましては、申請地は、三和農業集

落センターの南東、市道地蔵堂追分線を東側に入った農地で、現況は農家住宅 及び進

入路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農地法第４条の１番に関する、ご意見・ご

質問をお願いします。 

（異議なしの声あり） 

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

案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。  

(挙手全員) 

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

次に、農地法第４条の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 ４条の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、駐車場用地です。 

信用については、既存の駐車場は、成田国際空港の建設による需要増加のため、先

代の持ち主が貸駐車場業者へ賃貸するために整備したもので、「農地法の理解が十分で

なかったため手続きをしていなかったものと思われます。この度はご迷惑をおかけし
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て誠に申し訳ございません、今後はこのような違反行為のないよう細心の注意を払う

所存です」という旨の顛末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。 

 申請に係る農地以外の土地を利用できる見込みについては、申請者所有地であるた

め問題はありません。 

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

平方メートルという面積基準があります。有効面積の内１台当たりの面積は約３０平

方メートルのため、面積基準に鑑みて妥当な計画です。 

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

係る農地はほぼ平坦な土地なので、雨水浸透桝及びコンクリートブロックを設置し、

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。 

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４条の２番につきましては、申請地は、成田国際空

港の北、市道駒井野取香線の南側に隣接する農地で、現況は駐車場として使用されて

おりました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして農地法第４条の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４条の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４条の２番は可決されました。 

以上で、議案第２号の審議を終わらせていただきます。 

 

○議長 次に、議案第３号、農地法第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) 
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○議長 神崎事務局長 

○神崎事務局長 議案集６ページをご覧ください。 

  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、でございます。全体で

６件の申請がございました。 

①売買でございます。１件の申請がございました。 

  １番、譲受人である匝瑳市の法人が、成井にお住いの譲渡人が所有する、青山の畑

１筆、２，１４６㎡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。 

議案集にお戻りいただきまして、６ページ下段の②贈与でございます。１件の申請

がございました。 

１番、七沢にお住いの受贈者が、猿山にお住まいの贈与者から、猿山の畑１筆、４

３５㎡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

１１ページに案内図、１２ページに公図の写しがございます。 

議案集７ページをお開きください。 

③使用貸借権の設定でございます。１件の申請がございました。 

１番、中野にお住いの借受人が、同じく中野にお住いの貸付人が所有する、中野の

田１筆の一部、３５０㎡を借り受けて、専用住宅用地として、転用したいという申請

でございます。総会資料１３ページに案内図、１４ページに公図の写しがございます。 

議案集にお戻りいただきまして、７ページ中段の④賃借権の設定でございます。 

３件の申請がございました。 

１番と２番は同一の賃借人による同一事業でございますので一括してご説明させて

いただきます。 

賃借人である八千代市の法人が、１番は、名木にお住いの賃貸人が所有する、名木

の畑１筆の一部及び畑２筆、合計５，５８８㎡に、２番は、名木にお住いの賃貸人が

所有する名木の畑１筆の一部、５４７㎡に賃借権を設定し、畜舎（牛舎）及び堆肥舎

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１５ページに案内図、１

６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、７ページ下段の３番でございます。 

賃借人である川上の法人が、川上にお住いの賃貸人が所有する、多良貝の畑１筆、

１６１㎡に賃借権を設定し、駐車場用地として、転用したいという申請でございま 

す。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。 

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
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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①売買の１番です。 

農地の区分は、農用地区域内にある農地のため、令和３年１月１８日公告により除

外済みです。除外後は、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、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。 

転用行為の妨げとなる権利を有する者について、申請に係る農地には賃借権が設定

されているため、令和３年２月２５日に農地法第１８条第６項の解約の手続きが完了

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６月１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３１年２月１２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２，１４６平方メートルの敷地

に、太陽光パネル３００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、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３号、農地法第５条 ①売買の１番につきましては、申請地は、青

山新田コミュニティセンターの南西、県道 成田下総線の東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。 
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審査の中で、委員より「雨水排水対策は大丈夫なのか。周辺の農地への影響はない

のか。」との問いがあり「周囲に防犯対策としてフェンスを設置する計画だが、コンク

リートブロックで囲むようなことはないと思われるので、周辺の農地への影響はない

と判断しました。」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、農地法第５条①売買の１番に関する、ご

意見・ご質問をお願いします。 

〇矢﨑委員 今回の申請地は周りに民家等が無いようですが、よくテレビで、太陽光パ

ネルの反射がまぶしくて日常生活に支障をきたしている。そんなことがあるようです

が、転用の指針の中で、太陽光パネル設置に際して、周辺の住宅地への影響について

など取り決めは無いのでしょうか。 

〇髙木主査 千葉県が作成している事務指針の中では、あくまでも周辺の農地への影響

についてのみ記されており、住宅等への影響については書かれておりません。 

○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、農地法第５条①売買の１番を採決いたしま

す。 

農地法第５条①売買の１番について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を

求めます。 

(挙手全員) 

○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、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 ５条②贈与の１番です。 

農地の区分は、農用地区域内にある農地のため、令和３年１月１８日公告により除

外済みです。除外後は、農業公共投資の対象となっていない小集団農地のため、第２

種農地に該当します。 

 転用目的は、専用住宅用地です。 

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

る点は認められません。 

 申請の用途に供することの確実性については、令和３年５月１日着手、令和３年１
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２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、道路法につきましては、道路工事施行承認申

請書が近日中に提出される予定です。 

 計画面積の妥当性については、４３５平方メートルの敷地に、建築面積約１２５平

方メートルの専用住宅を設ける計画であり、指針に示す基準の範囲内であり、かつ一

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

な計画面積となっております。 

周辺農地の営農への支障について、雨水による土砂の流出防止については、申請に

係る農地はほぼ平坦な土地なので、雨水浸透桝を設置し、オーバーフロー分は道路側

溝に放流する計画です。 

また、農業用の用排水施設への支障、集団的に存在する農地の分断、日照及び通風

等への支障はありません。 

その他の検討事項については、該当ありません。以上でございます。 

○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号農地法第５条②贈与の１番につきましては、申請地は、下総み

どり学園の北西、市道下総みどり学園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、農地法第５条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、農地法第５条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５条②贈与の１番は可決されました。 

  次に、農地法第５条③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いたします。 

    (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番です。 

農地の区分は、農用地区域内にある農地のため、令和２年５月２９日公告により除
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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、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は、融資見込み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３月３０日着手、令和３年

１２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、道路法につきましては、道路工事施行承認申

請書が近日中に提出される予定です。 

計画面積の妥当性については、申請に係る農地の他に、原野、約８平方メートル、

合わせて約３５９平方メートルの敷地に、建築面積約１０１平方メートルの専用住宅

を設ける計画であり、指針に示す基準の範囲内であり、かつ一般専用住宅の上限であ

る、おおむね５００平方メートルを下回っていることから妥当な計画面積となってお

ります。 

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

係る農地はほぼ平坦な土地なので、雨水浸透桝を設置し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。 

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３号、農地法第５条 ③使用貸借権の設定の１番につきましては、 

  申請地は、中野区 公民館の西、市道中野中央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、農地法第５条③使用貸借権の設定の１番

に関する、ご意見・ご質問をお願いします。 

（異議なしの声あり） 

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

採決いたします。本案について小委員会報告のとおり、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、農地法第５条③使用貸借権の設定の１番は可

決されました。 

 続きまして、農地法第５条④貸借権の設定の１番と２番につきましては、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番と２番です。 

農地の区分は、農用地区域内にある農地及び第１種農地です。農振農用地については、

令和２年６月５日付けで農業振興地域整備計画において、農業用施設用地として用途変

更済です。また、第１種農地については、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、農業用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、畜舎（牛舎）及び堆肥舎用地です。 

 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、許可後すぐに着手、着工より約１８０

日後完了の予定です。 

 行政庁の許認可等の見込みについて、都市計画法については、事前協議が既に終了し、

令和３年２月２５日に市との協定書が締結済です。 

道路法については、令和３年２月２４日に道路工事施行承認申請書が受付されており

ます。 

森林法については、伐採及び伐採後の造林の届出書が令和３年３月３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、賃貸人の土地であり、許

可後に本件農地と一体として賃貸借契約することを予定しているため、問題はありませ

ん。 

 計画面積の妥当性については、申請に係る農地の他に、山林１筆、約１，２９５平方

メートル、合わせて約７，４３０平方メートルの敷地に、牛舎１棟及び堆肥舎１棟、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。 

 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
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る農地はほぼ平坦な土地であり、整地のみを行い、事業区域の周囲に雨水集水桝を設置

し事業区域内の調整池に放流し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。 

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３号、農地法第５条 ④賃借権の設定の１番と２番につきましては、 

 申請地は、名木の観光牧場の南、県道成田下総線を南に入った市道名木鎌部線に隣接

した農地で、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, 農地法第５条④賃借権の設定の１番と２

番に関するご意見・ご質問をお願いします。 

〇藤崎明委員 家から近いため、その場所は良く通るのですが、説明の中で「ほぼ平坦

な土地」とありましたが、私の記憶では随分傾斜があったように思われます。整地の

みでは、平らにならないと思われますがいかがでしょうか。もう一つは、新しい牛舎

を建てた後、既存の牛舎はどうするのでしょか。 

〇平山農地係長 申請された書類には、整地のみで盛土等の計画はありません。 

  既存の牛舎は１２０頭収用できる牛舎なのですが、新しく計画されている牛舎は２

００頭収用の大きい牛舎となります。既存の牛舎は倉庫として使用する計画です。 

〇藤崎明委員 相当の傾斜があったように思われます。整地だけでは平らにはならない

と思うのですが。周りも低いので相当な土止めとかも必要かと思われますが。 

〇平山農地係長 周囲にブロックは設置する予定ではありますが、事業者の方も今後、

手続きを進めていく中で、そういったことも考慮した上で事業を進めてくださいと指

摘していきたいと思います。 

○議長 その他ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○議長 異議なしの声がございましたので、農地法第５条④賃借権の設定の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、農地法第５条④賃借権

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) 
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○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条④賃借権の設定の１番は可決さ

れました。 

次に、農地法第５条④賃借権の設定の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。農地法第５条④賃借権の設定の２番は可決されました。 

続きまして、農地法第５条④賃借権の設定の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。 

   (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、駐車場用地です。運送業及び倉庫業を営む法人のトラックについては、

既存の駐車場が手狭となり通路へ駐車していることから、事故防止対策として、代表

取締役が所有する近隣の農地に、小型２トン、トラック６台分の駐車場を設置する計

画です。 

 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５月１日着手、令和３年５

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、申請に

係る農地はほぼ平坦な土地なので、隣接地境界の周囲はコンクリートブロック積みと

し、敷地内を再生砕石敷きとし、敷地内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。 

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３号、農地法第５条④賃借権の設定の３番につきましては、申請地
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は、グリーンウォーターパークの南東、県道 成田小見川鹿島港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,④賃借権の設定の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、④賃借権の設定の３番を採決いたします。

本案について、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。 

   (挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、④賃借権の設定の３番は可決されました。 

以上で、議案第３号の審議を終わらせていただきます。 

 

○議長 次に、議案第４号、令和３年度第１次農用地利用集積計画の決定については、

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。 

（藤崎明委員 退室） 

○議長 それでは、議案第４号、令和３年度第１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８ページをご覧ください。 

議案第４号、令和３年度第１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

３年度第１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ページから１２ページの総括表により、ご説明させ

ていただきます。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、１３

ページから２２ページに記載してございます。 

それでは、１０ページをご覧ください。 

  １．利用権設定でございます。 

  右側の利用権の種類の欄でございますが、すべて賃借権でございます。 

 契約期間８ヵ月のものが、１，０４５㎡、田１筆１件で、詳細は１３ページの１番

でございます。 

 契約期間１年のものが、１３，０５５㎡、田１２筆２件で、詳細は１３ページの２
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番と３番でございます。 

 契約期間３年のものが、１２，６７２㎡、田１１筆３件で、詳細は１３ページの４

番から６番でございます。 

 契約期間５年のものが、２０，８８９㎡、田１３筆３件、畑１筆１件で、詳細は１

４ページの７番から１０番でございます。 

 契約期間６年のものが、２，０６４㎡、田１筆１件で、詳細は１４ページの１１番

でございます。 

 契約期間８年２ヵ月のものが、２，９５１㎡、畑２筆１件で、詳細は１４ページの

１２番でございます。 

 契約期間１０年のものが、１１３，６３８㎡、田７５筆２１件、畑２筆２件で、詳

細は１４ページの１３番から１８ページの３２番及び１８ページの３４番から３６番

まででございます。 

 契約期間１０年９ヵ月のものが、１８，２７７㎡、田１０筆１件、詳細は１８ペー

ジの３３番まででございます。 

 合計の契約面積は、１８万４，５９１㎡、田１２３筆３２件、１７万２，９６９㎡、

畑５筆４件、１１，６２２㎡でございます。  

内訳につきましては、新規設定が契約面積５４，１００㎡、田３９筆７件、４６，

４４５㎡、畑２筆２件、７，６５５㎡でございます。 

再設定が契約面積１３万 ４９１㎡、田８４筆２５件、１２万６，５２４㎡，畑３

筆２件、３，９６７㎡でございます。 

  １１ページをお開き願います。 

 続きまして、２－１．集積計画一括方式による利用権設定でございます。 

  利用権の種類は 賃借権でございます。 

 すべて契約期間１０年のもので、２０，０４５㎡、田２１筆５件で、詳細は１９ペ

ージの１番から５番まででございます。 

合計の契約面積は、２０，０４５㎡、田２１筆５件、２０，０４５㎡でございます。  

内訳につきましては、新規設定が契約面積７，６３０㎡、田９筆２件、７，６３０

㎡でございます。 

再設定が、契約面積１２，４１５㎡、田１２筆３件、１２，４１５㎡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（転貸）でございます。 

  利用権の種類は賃借権でございます。 

 すべて契約期間１０年のもので、２０，０４５㎡、田２１筆５件で、詳細は２０ペ

ージの１番から５番まででございます。 
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 合計の契約面積は、２０，０４５㎡、田２１筆５件、２０，０４５㎡でございます。  

内訳につきましては、新規設定が契約面積７，６３０㎡、田９筆２件、７，６３０

㎡でございます。 

再設定が契約面積１２，４１５㎡、田１２筆３件、１２，４１５㎡でございます。 

１２ページをご覧ください。 

 ３．成田国際空港株式会社所有分についての利用権設定、でございます。 

 利用権の種類でございますが、まず、使用貸借権でございます。 

 契約期間１年のものが、６６，０４２㎡、田６筆２件、畑３０筆９件で、詳細は２

１ページの１番から２２ページの９番まででございます。 

  次に、賃借権でございます。 

  契約期間２年のものが、３，４６３㎡、田１筆１件、畑２筆１件で、詳細は２２ペ

ージの１０番と１１番でございます。 

 合計の契約面積は、６９，５０５㎡、田７筆３件、１０，２００㎡、畑３２筆１０

件、５９，３０５㎡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６９，５０５㎡、田７筆３件、１０，

２００㎡、畑３２筆１０件、５９，３０５㎡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３年度第１次農用地利用集積計画の決定について、の説明

を終わらせていただきます。ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長 次に、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(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１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３年度第１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。 
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以上で、議案第４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。 

（藤崎明委員 入室） 

 

○議長 次に、議案第５号、令和３年度第１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、湯浅委員は議事に参与できません

ので暫時退室願います。 

（湯浅 委員 退室） 

○議長 それでは、議案第５号、令和３年度第１次農用地利用配分計画について、を提

案いたします。事務局より説明をお願いします。 

(神崎事務局長の挙手あり) 

○議長 神崎事務局長 

○神崎事務局長 それでは、議案集の２３ページをお開き願います。 

議案第５号、令和３年度第１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、２４ペ

ージのとおり、令和３年度第１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３年度第１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、２５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、２６ページから２９

ページに記載してございます。 

  それでは、２５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５年のものが、５，６８５㎡、田５筆２件で、詳細は、２６ページの１

番と２番でございます。 

 契約期間が１０年のものが、１０８，１９２㎡、田７４筆２０件で、詳細は、２６

ページの３番から２９ページの２２番までございます。 

 契約期間が１０年９ヵ月のものが、１８，２７７㎡、田１０筆1件で、詳細は、２

９ページの２３番でございます。 

 合計の契約面積は、１３万２，１５４㎡、田８９筆２３件、１３万２，１５４㎡で

ございます。 
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内訳につきましては、新規設定が契約面積３９，４７７㎡、田３４筆３件、３９，

４７７㎡でございます。 

再設定が契約面積９２，６７７㎡、田５５筆２０件、９２，６７７㎡でございます。 

以上で議案第５号、令和３年度第１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５号 令和３年度第１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３年度第１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。 

（湯浅 委員 入室） 

 

 

○議長 次に、報告第１号、専決処分について、を議題とします。 

事務局より説明をお願いします。 

(神崎事務局長の挙手あり) 

○議長 神崎事務局長 

○神崎事務局長 それでは議案集の３０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。 

３１ページをお開き願います。 

①農地法第３条の３第１項の規定による届出でございます。２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
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した。 

２ページをご覧ください。 

②農地法第４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。 

  ３３・３４ページをお開きください。 

③農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出でございます。 

６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。 

３５・３６ページをお開きください。 

④転用事実確認証明でございます。５条で５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。 

３７ページをお開き願います。 

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、７，４５８．７５㎡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。 
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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 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３８ページから４０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。８

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 次に、報告第３号、農地利用状況調査の結果について、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４１・４２ページをご覧ください。 
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 報告第３号、農地利用状況調査の結果について、でございます。昨年８月から１０

月にかけて、農地利用最適化推進委員に行っていただきました、農地法第３０条第１

項の規定に基づく、利用状況調査の結果について、ご報告いたします。 

 ４２ページ下段の合計欄をご覧ください。 

調査を行った農地は、全体で７万２，３９２筆、７，５５９万３，４５３㎡で、昨

年より５６万８，１２２㎡増加しました。 

 この内、適正に耕作・管理されている農地は、５万５５７筆、６，２３４万７６０

㎡で、全体の約８２．５％、昨年より６３万７５１㎡増加しました。 

 また、草刈等で解消可能な遊休農地は、５，２７８筆、３６３万５，８６１㎡で、

全体の約４.８％、昨年より３万９，４１０㎡減少しました。 

 また、基盤整備を要する遊休農地は、８，７８５筆、５６２万９，９７１㎡で、全

体の約７.４％、昨年より４７万７，００４㎡増加しました。 

 また、農地以外に利用されている農地は、７，７７２筆、３９８万６，８６１㎡で、

全体の約５.３％、昨年より５０万２２３㎡減少しました。 

 また、農業振興地域内の遊休農地は、５，４９９筆、４２９万２，５７２㎡で、全

体の約５.７％でございました。 

昨年と比較いたしますと、適正に管理耕作されている農地が、約６３ヘクタール増

加した一方、遊休農地についても約４４ヘクタール増加しました。また、遊休農地率

は、約１２．３％で、約０．５パーセントポイント増加しました。 

 以上で、報告第３号、農地利用状況調査の結果について、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 農地利用状況調査の結果につきましては、質問等は、ござい

ませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

〇矢﨑委員 合計欄だけで良いので、昨年度の数値について左から筆数、面積の順でお

しえていただけませんか。 

〇平山農地係長 調査した農地が７４，６７７筆、７５，０２５，３３１㎡、適正管理

されている農地が５１，２０４筆、６１，７１０，００９㎡、草刈等で解消農地が５，

６５７筆、３，６７５，２７１㎡、基盤整備を要する農地が８，２７９筆、５，１５

２，９６７㎡、農地以外に利用されている農地が９，５３７筆、４，４８７，０８４
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㎡、農業振興地域内の遊休農地が５，４７０筆、４，１８４，２６３㎡です。 

○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３号を終了させていただきます。 

 

○議長 次に、報告第４号、あっせんの結果について、を議題とします。 

あっせん委員である木村委員より報告をお願いします。 

（木村委員の挙手あり） 

○議長 木村 委員 

○木村委員 報告第４号、あっせん結果についてご報告いたします。 

２月の総会において、あっせんの実施について承認され、矢﨑委員と私が、あっせ

ん委員に指名された案件でございます。 

 申出人は佐倉市にお住まいの方です。 

申請土地は、名古屋の田２筆、高倉の田８筆及び畑３筆、合計１３，４８２㎡でご

ざいます。 

５名の相手方候補者があげられました。 

順位１番、２番、３番の候補者にあっせんしたところ、買受の意思はありませんで

した。 

順位４番の候補者であるの小浮の法人にあっせんしたところ、買受の意向があり、

調整の結果、双方合意に至り、２月２４日にあっせんが成立いたしました。 

本件におきましては、農用地利用集積計画により、所有権移転が行なわれる予定で

ございます。以上でございます。 

○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 あっせんの結果につきましては、質問等は、ございませんで

した。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

 (なしの声あり) 

○議長 質問等がないようですので、報告第４号を終了させていただきます。 

 

○議長 次に、報告第５号、農地法の許可を要しない農地転用について、を議題としま

す。事務局より説明をお願いします。 
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(神崎事務局長の挙手あり) 

○議長 神崎事務局長 

○神崎事務局長 議案集の４４及び４５ページに記載してございます。 

 報告第５号、農地法の許可を要しない農地転用について、でございます。 

 全体で２件の届出がございました。４４ページをご覧ください。 

①農地法施行規則第５３条第１４号の規定による届出、認定電気通信事業者が行う

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

添付書類も含め完備しておりましたので、書類を受理いたしました。 

 ４５ページをお開きください。 

  ②千葉県農地転用関係事務指針の規定による、軽微な農地改良の届出が１件ござい

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

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

ざいます。添付書類も含め完備しておりましたので、書類を受理いたしました。 

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

だきます。よろしくお願いいたします。 

○議長 ただ今の報告に関連して、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５号 農地法の許可を要しない農地転用につきましては、質問等は、

ございませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の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５号を終了させていただきます。 

 

○議長 次に、報告第６号、農地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４６及び４７ページに記載してございます。 

  報告第６号、農地等の現況に関する照会について、でございます。 

①法務局の照会分として、千葉地方法務局成田出張所より５件、香取支局より４件、

合計９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

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

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

す。よろしくお願いいたします。 

○議長 ただ今の報告に関連して、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６号 農地等の現況に関する照会につきましては、質問等は、ござ

いませんでした。以上でございます。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、ご意見・ご質問をお願いします。 

 (なしの声あり) 

○議長 質問等がないようですので、報告第６号を終了させていただきます。 

 

 

 以上で、本日の議案審議並びに報告事項は、すべて終了いたしました。 

長時間にわたり慎重審議、誠にありがとうございました。 

これを持ちまして、第９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１０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３年３月９日 

  

議事録署名人 

 

                                  

 

                                  

 

                                  


