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１．開催日時  令和３年８月６日（金） 

        午後１時３０分から午後３時１３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   １２番  藤 﨑 茂 雄 

３番  矢 﨑 光 二   １３番  森 川 光 江 

４番  大 竹  卓    １４番  小 川  繁 

６番  諏 訪 和 惠   １５番  秋 山 皓 一 

８番  北 﨑 悦 夫   １６番  石 原  滿 

１０番  石 井 孝 和  １７番  菅 澤  茂 

１８番  藤 崎  明     

 

５．欠席委員 ５名（小委員会メンバー） 

２番  山 倉 正 義  ５番  湯 浅 恵 介    

７番  木 村 知 子  ９番  秋 間 伸 一    

１１番  泉 水 厚 子    

 

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 買受適格証明願について 

議案第５号 令和３年度第６次農用地利用集積計画の決定について 

議案第６号 令和３年度第６次農用地利用配分計画について 

議案第７号 都市農地の貸借の円滑化に関する法律に係る事業計画の 

決定について 
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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 

  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、１４名です。 

欠席委員は小委員会メンバーです。新型コロナの非常事態宣言中なので、欠席とし

ました。 

  定足数に達しておりますので、ただ今から第１４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、７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、１０番 石

井委員、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 買受適格証明願について 

議案第５号 令和３年度第６次農用地利用集積計画の決定について 

議案第６号 令和３年度第６次農用地利用配分計画について 

議案第７号 都市農地の貸借の円滑化に関する法律に係る事業計画の決定について 

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７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。 

(鎌形農地係長の挙手あり) 

○議長 鎌形農地係長 

○鎌形農地係長 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。１件の

申請がございました。①売買でございます。 
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１番、四谷にお住いの譲り受け人が、名古屋及び千葉市にお住まいの譲り渡し人が

所有する猿山の畑１筆、６２７㎡を売買により取得したいという申請でございます。

譲り受け人の事由は、「自宅になる予定地に隣接し、耕作に便利なため」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。譲り渡し人の事由は、「相続

を受けた農地を処分するため」というもので、総会資料１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、

ほうれん草、小松菜やトマトなどの家庭内消費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、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。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 小委員長 

○小委員長 去る８月３日、午後１時から、中会議室におきまして、第１小委員会を開

催いたしました。委員７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、下総支所の北

東、県道江戸崎下総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。 

  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。 

(鎌形農地係長の挙手あり) 

○議長 鎌形農地係長 

○鎌形農地係長 それでは、議案集４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。 

  １件の申請がございました。 

  １番、川栗にお住いの申請人が、川栗の畑１筆、３３７㎡を、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２ページに案内図、３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。 

    (高木主査の挙手あり) 

○議長 高木主査 

○高木主査 ４条の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、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
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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１０日着手、令和３年

１１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、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。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 小委員長 

○小委員長 議案第２号、農地法第４条の１番については、申請地は、川栗区民館の東、

市道大清水東和田線を北側に入った農地で、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。 

  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。 

(鎌形農地係長の挙手あり) 

○議長 鎌形農地係長 

○鎌形農地係長 それでは、議案集５ページをお開き願います。 

  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

１５件の申請がございました。 
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①売買でございます。９件の申請がございました。 

  １番、香取郡多古町にお住いの譲り受け人が、松崎にお住いの譲り渡し人が所有す

る、松崎の畑１筆、４４２㎡を売買により取得し、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。資料につきましては、総会資料４ページに案内図、５ページ

に公図の写しがございます。 

  続きまして２番、譲り受け人である東京都港区の法人が、大室にお住いの譲り渡し

人が所有する、大室の田１筆、１，５３７㎡を売買により取得し、産業廃棄物処分場

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６ページに案内図、７ページに公図の写しがございます。 

続きまして３番と４番につきましては、同一の譲り受け人による同一事業であり、

関連がございますので、一括してご説明いたします。譲り受け人である御所の内の法

人が、３番は東和田にお住いの譲り渡し人が所有する、東和田の畑１筆、１，３８２

㎡を、４番は東和田にお住いの譲り渡し人が所有する、東和田の畑１筆の一部、７２

３㎡を、売買により取得し、建売住宅用地として、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８ページに案内図、９ページに公図の写しがござ

います。 

  続きまして５番、はなのき台二丁目にお住いの譲り受け人が、浦安市にお住いの譲

り渡し人が所有する、竜台の畑１筆、９１２㎡を売買により取得し、従業員駐車場及

び研修施設用地として、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１０ページに案内図、１１ページに公図の写しがございます。 

続きまして６番と７番につきましては、同一の譲り受け人による同一事業であり、

関連がございますので、一括してご説明いたします。猿山にお住いの譲り受け人が、

６番は高岡にお住いの譲り渡し人が所有する、高岡の畑１筆及び田１筆、２１９㎡を、

７番は高岡の畑１筆、２９９㎡を売買により取得し、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。資料につきましては、総会資料１２ページに案内図、１

３ページに公図の写しがございます。 

続きまして８番、川上にお住いの譲り受け人が、柏市にお住いの譲り渡し人が所有

する、川上の畑１筆、４３４㎡を、売買により取得し、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、資料につきましては、総会資料１４ページに案内図、

１５ページに公図の写しがございます。 

続きまして９番、川上にお住いの譲り受け人が、柏市にお住いの譲り渡し人が所有

する、川上の畑１筆、１６０㎡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。総会資料１６ページに案内図、１７ページに公図の写し
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がございます。 

続きまして、総会資料８ページをお開きください。 

  ②賃借権の設定でございます。６件の申請がございました。 

１番から６番は同一の賃借人による事業であり、関連がございますので、一括して

ご説明いたします。賃借人である東京都港区の法人が、１番は大室にお住いの賃貸人

が所有する芝の畑１筆の一部、６１６㎡を、２番は芝及び群馬県前橋市及び富里市に

お住いの賃貸人が所有する芝の畑１筆の一部、１，００２㎡を、産業廃棄物処分場設

置に伴う仮設道路用地として、３番は大室にお住いの賃貸人が所有する田１筆の一部、

３０４㎡を、産業廃棄物処分場設置に伴う仮設道路及び覆土置場用地として、４番は

飯仲にお住いの賃貸人が所有する芝の田３筆、合計１，５１３㎡を、５番は囲護台に

お住いの賃貸人が所有する芝の田１筆、２８４㎡を、６番は芝にお住いの賃貸人が所

有する芝の田１筆、７８３㎡をそれぞれ産業廃棄物処分場設置に伴う覆土置場用地と

して、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６ペ

ージに案内図、７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、農用地区域内にある農地以外の農地で、市街地の区域内又は市街地

化の傾向が著しい区域内にある農地であるため第３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、成田国際空港株式会社からの補償額提示書が添付されて

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４年

３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、近日中に許可申

請書が提出される見込みです。 

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、譲渡人と同一のため問

題となる点は認められません。 

計画面積の妥当性については、４４２平方メートルの敷地に、建築面積約９７平方
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メートルの専用住宅、約４６平方メートルの物置を建築する計画であり、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、隣接居

住者と共有の貯留池を設置して対処し、汚水雑排水につきましては公共下水道に接続

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。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 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、成田

湯川駅の西、県道成田安食線を西側に入った農地で、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。 

〇秋山委員 「雨水による土砂の流出防止については、隣接居住者と共有の貯留池を設

置して対処し」ということでありましたが、その方は先月の申請に上った方ですか。 

〇宮内主査 はい、その通りです。また、今回の申請人とは親子関係になります。 

○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、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番と②賃借権の設定の１番から６番については、譲受人及

び賃借人が、同じ法人による申請で、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 ①売買の２番と②賃借権の設定の１番から６番です。 

農地の区分は、農用地区域内の農地、第１種農地及び第２種農地に該当します。農
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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

申請では、３年以内の一時的な利用でその必要性も認められ、現在、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、産業廃棄物処分場施設用地と産業廃棄物処分場設置に伴う仮設道路及

び覆土置場用地です。 

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。 

転用行為の妨げとなる権利を有する者は、永小作権があり、解約書は令和３年７月

９日受付済です。 

土地改良事業については、土地改良区として、差し支えない旨の意見書が添付され

ております。 

申請の用途に供することの確実性について、産業廃棄物処分場施設用地につきまし

ては、許可後に着手、令和５年１２月３１日完了、仮設道路で農用地区域内の農地に

つきましては、令和７年３月３１日完了、それ以外の仮設道路及び覆土置場用地につ

きましては、令和１４年９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、廃掃法につきましては、産業廃棄物処理施設

設置許可申請書が令和３年７月１２日付けで受付されております。 

森林法につきましては、林地開発許可変更申請書が令和３年５月１３日付けで受付

されております。 

計画面積の妥当性については、開発面積約８３，７２０平方メートルの敷地に、産

業廃棄物処分場施設用地、仮設道路及び覆土置場用地を設置する計画であり、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、調整池

にて流出抑制後、土地改良区の管理の排水路へ接続放流する計画です。 

また、汚水、雑排水については発生しません。 

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。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 小委員長 

○小委員長 議案第３号、農地法第５条①売買の２番及び②賃借権の設定の１番から６
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番につきましては、申請地は、成田ゴルフ倶楽部の東、市道芝昭栄線の東側と北側に

点在している農地で、現況は耕作されておらず、一部は草刈管理がされ更地のような

状態で、一部は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番及び②賃借権の設定の１番

から６番に関する、ご意見・ご質問をお願いします。 

〇矢﨑委員 総面積が８万を超える事業区域でかなり大きいものですが、公図を見ると

東側や南側に住居がありますが、近隣住民や地権者から反対意見等は上がらなかった

のですか。 

〇鎌形農地係長 事前に近隣住民に対しては説明会を実施したとのことですが、特に反

対意見は出なかったと聞いております。 

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、①売買の２番及び②賃借権の設定の１番か

ら６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。 

次に、②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) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条②賃借権の設定の１番は可決さ

れました。 

次に、②賃借権の設定の２番について小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を

求めます。 

(挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５条②賃借権の設定の２番は可決さ

れました。 

次に、②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②賃借権の設定の３番は可決さ
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れました。 

次に、②賃借権の設定の４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賃借権の設定の４番は可決さ

れました。 

次に、②賃借権の設定の５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賃借権の設定の５番は可決さ

れました。 

次に、②賃借権の設定の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５条②賃借権の設定の６番は可決さ

れました。 

続きまして、①売買の３番と４番については、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。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番及び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、建売住宅９棟の用地です 

資力及び信用については、残高証明書及び融資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４年３

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、近日中に許可申

請書が提出される見込みです。 

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、農地法及び都市計画法
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の許可後にあわせて取得予定であり、問題となる点は認められません。 

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、敷地内

に浸透貯留槽を設置して対処し、汚水雑排水につきましては小型合併浄化槽を設置し、

処理後市道側溝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。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 小委員長 

○小委員長 議案第３号、農地法第５条 ①売買の３番と４番につきましては、申請地

は、東和田区民館の北、市道東和田駒井野線を南側に入った農地で、現況は耕作され

ておらず、木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、①売買の３番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４番は可決されました。 

続きまして、①売買の５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５番です。 
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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、譲受人が役員を務める法人の従業員駐車場及び研修施設用地です。貸

駐車場については、法５条申請に係るもので、一括して企業等に貸し付ける場合は、

原則として許可しないものとするとされておりますが、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。 

また、既存の施設につきましては、譲渡人が幼少期の頃から隣接する宅地と一体と

して利用しており、「農地法の許可が必要と知らず祖父が行った行為ですが大変申し訳

ございません。以後このような違反行為のないようにいたします」旨の顛末書が添付

されております。 

申請の用途に供することの確実性については、許可日以降着手、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、敷地内の自然浸透する計画です。 

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。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 小委員長 

○小委員長 議案第３号、農地法第５条①売買の５番につきましては、申請地は、竜台

共同利用施設の西、市道北羽鳥竜台線を西に入った農地で、現況は耕作されておらず、

隣接する宅地と一体として使用されていました。 

審査の結果、異議はございませんでした。以上です。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして①売買の５番に関する、ご意見・ご質問を

お願いします。 

〇諏訪委員 研修所で使うとのことだが、造成等整備計画はありますか。 

〇宮内主査 高所作業車を使うという事なので、土地については更地であれば問題無く、

整備の必要は無いとのことでした。 
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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、①売買の５番を採決いたします。本案につ

いて、小委員長報告のとおり、賛成の委員の挙手を求めます。  

(挙手全員) 

○議長 挙手全員でございます。よって、農地法第５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番と７番については、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。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６番と７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、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。 

土地改良事業については、土地改良区として、差し支えない旨の意見書が添付され

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、許可後に着手、令和３年１２月１９

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

請書が令和３年７月１９日付けで受付されております。 

計画面積の妥当性については、３筆の合計５１８平方メートルの敷地に、建築面積

約９６平方メートルの専用住宅、約２８平方メートルのカーポートを建築する計画で

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

係る農地の田の部分が低いため、０．６メートル程度の埋め立てを行い、東側の住宅

建築中の土地との間にはコンクリートブロックを設置し、オーバーフロー分を道路側

溝へ放流する計画です。 

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。 
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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。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 小委員長 

○小委員長 議案第３号、農地法第５条①売買の６番と７番につきましては、申請地は、

滑河駅の北東、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、

現況は草刈管理がされ、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。以上です。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして①売買の６番と７番に関する、ご意見・ご

質問をお願いします。 

〇秋山委員 今年の１月にも売買の案件で審査したところだと思いますが、今回の申請

地に隣接する筆は、道路と接点が無いように見られますが、今後の活用方法も合わせ

教えていただきたい。 

〇髙木主査 現在、成田空港の騒音問題による移転の話がある中で、最終的にはここは

全部埋まってしまうとのことでした。畑自体も耕作はされず、準備が整った順に申請

が上がってきている感じです。このあと営農を続ける場所ではありません。 

〇秋山委員 営農には関係が無いということで、今後、近いうちに宅地になるという事

ですね。 

〇髙木主査 はい、その通りです。 

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、①売買の６番と７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５条①売買の６番は可決されました。 

次に、①売買の７番について小委員長報告のとおり、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７番は可決されました。 

続きまして、①売買の８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８番です。 
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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、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９月１３日着手、令和３年

１２月２７日完了の予定です。 

計画面積の妥当性については、４３４平方メートルの敷地に、建築面積約６７平方

メートルの専用住宅、約５８平方メートルの車庫を建築する計画であり、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

係る農地はほぼ平坦な土地なので、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。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 小委員長 

○小委員長 議案第３号、農地法第５条①売買の８番につきましては、申請地は、成田

国際空港の東、県道成田小見川鹿島港線を北側に入った農地で、現況は草刈管理がさ

れ、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。以上です。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、①売買の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８番を採決します。 

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８番は可決されました。 

続きまして、①売買の９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 
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○高木主査 ５条①売買の９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、普通車５台分の用地です。 

資力及び信用について、土地代金分の領収書の写しが添付されており、信用性につ

いて問題となる点は認められません。 

申請の用途に供することの確実性については、許可後に着手し、令和３年１１月３

０日完了の予定です。 

計画面積の妥当性については、駐車場への転用は、普通車１台当たり２５から３０

平方メートルという面積基準があります。法面を除く有効面積の内、１台当たりの面

積は３０平方メートルのため面積基準以内で妥当な計画です。 

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、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。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 小委員長 

○小委員長 議案第３号、農地法第５条①売買の９番につきましては、申請地は、成田

国際空港の東、県道成田小見川鹿島港線を北側に入った農地で、現況は草刈管理がさ

れ、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。以上です。 

○議長 ただ今の説明及び報告につきまして、①売買の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、①売買の９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、①売買の９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、買受適格証明願について、を提案いたします。事務局より
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説明をお願いします。 

(鎌形農地係長の挙手あり) 

○議長 鎌形農地係長 

○鎌形農地係長 それでは、議案集１０ページをお開き願います。 

 議案第４号、買受適格証明願について、でございます。 

  ①３条でございます。市役所の公売に参加するための買受適格証明願が３件ござい 

ました。 

  ３条の買受適格証明願につきましては、申請人を農地法第３条の規定による許可基 

準により審査していただき、証明の可否を審査していただくものでございます。 

  また、買受適格証明書の交付を受けた申請者が最高価格の申込者となり、売却決定 

通知書を交付された買受人となった場合、その買受人より農地法第３条の規定による 

許可申請書の提出があった場合は、当該証明書の交付時と申請内容が異なる場合を除 

き、農地法第３条許可書を交付することとしてよろしいか、併せてご審査いただくも 

のでございます。 

  １番、鎌ヶ谷市にお住いの申請人が、大竹の田２筆、合計４，８６２㎡について、 

買受適格証明願があったもので、取得後は自ら耕作する旨の確約書が添付されており、 

事由は「経営規模を拡大するため、実家から近く耕作に便利な申請地を取得したい」 

というものです。総会資料１８ページに案内図がございます。 

２番、小浮にお住いの申請人が、大室の田１筆、８４２㎡について、買受適格証明 

願があったもので、取得後は自ら耕作する旨の確約書が添付されており、事由は「現

在耕作中である為、申請地を取得したい」というものです。総会資料１９ページに案

内図がございます。 

続きまして３番、袖ケ浦市にお住いの申請人が、大室の田２筆、合計１，８０３㎡ 

について、買受適格証明願があったもので、取得後は自ら耕作する旨の確約書が添付

されており、事由は「レンコンの水耕栽培に係る研究の為の育苗用地及び果樹園用地

として、申請地を取得したい」というものです。総会資料２０ページに案内図がござ

います。 

以上で議案第４号、買受適格証明願について、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 それでは、議案第４号の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。 

(宮内主査の挙手あり) 

○議長 宮内主査 
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○宮内主査 買受適格証明願の①、３条の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、１番は田２筆を取得して、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。 

  以上のことから買受適格証明願①３条の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、申請者は認定農業者ではありません。以上でございます。 

○議長 ただいまの説明に関連して、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 小委員長 

○小委員長 議案第４号、買受適格証明願の１番につきましては、 

申請地は、坂田ヶ池総合公園の北西、市道大竹五斗蒔線の東西に隣接する農地で、 

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。 

○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。 

〇秋山委員 申請者は何歳ですか。 

〇宮内主査 書類によると６５歳です。 

〇議長 ほかにありませんか。 

〇矢﨑委員 実家から近いためとのことでしたが、実家では農業をやられているのです

か。 

〇宮内主査 経営面積は 7,000 ㎡位です。実家では妹が 1人暮らしをしているようで、

機械等はそろっているようです。 

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４号の１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) 
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○議長 挙手全員でございます。よって、議案第４号の１は可決されました。 

続きまして、議案第４号の２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 買受適格証明願の①、３条の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、１番は田１筆を取得して、レンコンを

作付けしたいという営農計画です。周囲に蓮田が多く、現況も蓮田となっているため、

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。 

 以上のことから買受適格証明願①３条の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、申請者は認定農業者ではありません。以上でございます。 

○議長 ただいまの説明に関連して、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 小委員長 

○小委員長 買受適格証明願の２番につきましては、申請地は、大室共同利用施設の北

西、市道大室１号線の北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。 

審査の結果、異議はございませんでした。 

○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号の２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、議案第４号の２は可決されました。 

続きまして、議案第４号の３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。 
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(宮内主査の挙手あり) 

○議長 宮内主査 

○宮内主査 買受適格証明願の①、３条の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、袖ケ浦市での営農も

含めて、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、１番は田２筆を取得して、１筆にレン

コン、１筆に果樹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。 

 以上のことから買受適格証明願①３条の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、認定農業者ではありません。以上でございます。 

○議長 ただいまの説明に関連して、小委員長より小委員会報告をお願いします。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 小委員長 

○小委員長 買受適格証明願の３番につきましては、申請地は、大室共同利用施設の北

西、市道大室１号線の北側に隣接する農地で、現況は、１筆は耕作されておらず、雑

草が繁茂しており、１筆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。 

○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号の３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、議案第４号の３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３年度第６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
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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５号、令和３年度第６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。 

(鎌形農地係長の挙手あり) 

○議長 鎌形農地係長 

○鎌形農地係長 それでは、議案集１２ページをお開き願います。 

  議案第５号、令和３年度第６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１３ページのとおり、 

令和３年度第６次農用地利用集積計画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、１４ページから１５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、１６ページから２

４ページをご覧ください。それでは、１４ページでございます。 

  １．利用権設定でございます。賃借権でございます。 

  契約期間１０年のものが、９，６４０㎡、田２筆１件、畑８筆４件で、詳細は１７

ページの１番から５番でございます。 

  続きまして、契約期間１６年のものが、６，２８７㎡、田２筆１件で、詳細は１６

ページの６番でございます。 

  合計の契約面積は、１５，９２７㎡、田４筆２件、畑８筆４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６，２８７㎡、田２筆１件、再設定が契

約面積９，６４０㎡、田２筆１件、畑８筆４件でございます。１５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。使用貸借権でございま

す。 

 契約期間５年のものが、２，０６９㎡、畑２筆１件で、詳細は１７ページの１番で

ございます。 

次に、賃借権でございます。契約期間１０年のものが、９５，７６４．３１㎡、田

６７筆１６件、畑８筆３件で、詳細は１７ページの２番から２０ページの１９番でご

ざいます。 

  合計の契約面積は、９７，８３３．３１㎡、田６７筆１６件、畑１０筆４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４１，９０７㎡、田２９筆７件、３２，

６９８㎡、畑２筆１件、９，２０９㎡で、再設定が、契約面積５５，９２６．３１㎡、
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田３８筆９件、４５，８１７．３１㎡、畑８筆３件、１０，１０９㎡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でございます。詳細につ

きましては、２１ページから２４ページですが、中間管理権に基づく転貸となるため、

上段の２－１．集積計画一括方式による利用権設定と同じ数値となっておりますので、

ご確認くださいますようお願いいたします。 

 以上で議案第５号、令和３年度第６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。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 小委員長 

○小委員長 議案第５号 令和３年度第６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５号、令和３年度第６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６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 それでは、議案第６号、令和３年度第６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。 

(鎌形農地係長の挙手あり) 

○議長 鎌形農地係長 

○鎌形農地係長 それでは、議案集２５ページをお開き願います。 

議案第６号、令和３年度第６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、２６ペ

ージのとおり、令和３年度第６次農用地利用配分計画の協議がありましたので、提出

いたします。 
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  貸付の部分につきましては、議案第５号、令和３年度第６次農用地利用集積計画に

おいて、ご審査いただきましたが、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、２７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、２８ページをご覧ください。 

  それでは、２７ぺージをお開きください。すべて賃借権でございます。 

 契約期間１０年のもので、９，６４０㎡、田２筆１件、畑８筆４件、詳細は２３ペ

ージの１番から５番でございます。また、内訳につきましては、すべて再設定でござ

います。 

  以上で議案第６号、令和３年度第６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。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 小委員長 

○小委員長 議案第６号令和３年度第６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６号、令和３年度第６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６号の審議を終わらせていただきます。 

 

○議長 次に、議案第７号、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に係る事業計画の決

定について、を議題とします。事務局より説明をお願いします。 

(鎌形農地係長の挙手あり) 

○議長 鎌形農地係長 

○鎌形農地係長 議案集は２９ページ、案内図は２１ページとなります。 

まず、議案第７号の説明の前に、本件は今回初めて取り扱う議題となりますので、

制度の概要についてご説明いたします。 

お手数ですが、お手元に「都市農地の貸借について」と表紙に書かれた資料を配布
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しておりますので、そちらをご確認ください。 

都市農地貸借法、正式には「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」は、平成３０

年９月１日に施行された法律です。そして、ここでいう「都市農地」とは、生産緑地

区域内の農地を言います。 

資料２ページ目をご確認ください。都市農地は“農地”である都合、都市農地貸借

法の施行以前は農地法等によって様々な基準・要件によって、貸し借りを制限されて

おりました。しかし、資料３ページにも記載のある通り、この法律が施行されたこと

により、都市農地の所有者は下限面積の要件や、納税猶予の打ち切り等を気にせず、

都市農地を貸し付けることが可能になります。 

具体的な手続きといたしましては、同じく資料３ページ目の図に沿ってご説明いた

します。 

まず、①都市農地の所有者が事業計画書を作成し、成田市長、市での担当部署であ

る農政課へ提出します。次に、農政課は農業委員会の決定を得るべく意見照会を行い

ます。 

②これを受けた農業委員会が総会で審査を行って決定を行い、その後、③決定を確

認した農政課により、事業計画の認定が行われますので、④事業計画認定書を交付し

たら、所有者と借受者の間で契約を取り交わすという流れになります。 

今回は図で示すところの、２番の段階となりますので、農業委員の皆様には、提出

されました事業計画認定申請書が、都市農地貸借法に定められた要件及び基準に合致

するか審査していただきます。 

なお、ここで申し上げる要件及び基準は、資料４ページの表に照らして審査してま

いりますので、このあとの内容説明の際には、議案の横にご用意のうえ、聞いていた

だければと存じます。 

それでは議案第７号につきまして、読み上げさせていただきます。総会議案の２９

ページです。議案第７号、都市農地の貸借に係る事業計画の決定について、でござい

ます。成田市長より都市農地貸借法第４条第３項の規定により、意見照会がありまし

たので、提出いたします。 

まず、概略につきましては、借受人である山武郡芝山町の法人が、江弁須にお住ま

いの貸付人が所有する、江弁須の畑２筆、１，３３４㎡を借り受けたいという計画で

ございます。 

次に、計画が要件及び基準に合致するかにつきまして、詳細説明をさせていただき

ます。都市農地の貸借についての４ページと合わせてご確認ください。 

認定要件第１号「農林水産省で定める基準」の１につきましては、生産量の８割を
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成田市及び近隣市町村で販売するとのことであり、イ号の「申請者が、申請都市農地

において生産された農産物又は農産加工物等を主として、市内若しくはこれに隣接す

る市町村内又は同一都市計画区域内において販売すると認められること」の要件を満

たしております。 

また、認定要件第１号の２の「申請者が、申請都市農地の周辺の生活環境と調和の

とれた当該申請都市農地の利用を確保すると認められること」につきましては、農機

具の管理、除草作業、残さ処理を行い、地域の景観を損なうことがないよう農作物の

生産に努めるとのことであり、要件を満たしております。 

認定要件第２号につきましては、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。 

認定要件第３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

きましては、要件を満たしており、また、認定要件第４号の「解除条件付きの賃貸借

契約であること」につきましても、要件を満たしております。 

認定要件第５号の「地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続

的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること」につきましては、本計画が決定さ

れたあかつきには、借受人が農業委員会との協定書を締結する旨確認しており、要件

を満たしております。 

認定要件第６号の「業務執行役員等のうち一人以上が当該法人の行う耕作の事業に

常時従事すること」につきましても、要件を満たしております。 

以上のことから、本件は都市農地貸借法第４条第３項の各号に該当するため、事業

計画を決定することが適当であると判断しました。なお、借受人は認定農業者ではあ

りません。 

  以上で議案第７号、「都市農地の貸借の円滑化に関する法律に係る事業計画の決定に

ついて」、の説明を終わらせていただきます。ご審査のほど、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。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 小委員長 

○小委員長 議案第７号 都市農地の貸借の円滑化に関する法律に係る事業計画の決定

について、現地は、草刈等適切に管理がされておりましたが、委員から、ロータリー

をかけたところに近隣の開発に伴い発生したとみられるガラ等が散見され、土地自体

も痩せていたため、申請人は現状を知っているのか。また、申請地の施肥計画につい



- 29 - 

 

ての意見がありました。借受人に状況を確認したところ、近隣の住宅地への影響を考

え、臭気発生の少ない、植物性たい肥を用い、まずは土づくりから始めるとのことで

した。また、ガラ等の入った土地も一部分のみであり、作付けには支障をきたさない

とのことでしたが、貸付人の方で、ガラ等の撤去を行うとのことでした。 

ほかには、質疑も無く、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。 

〇大竹委員 ファーマーズリンク㈱の営業内容を教えてください。 

〇鎌形農地係長 農業、食料品の販売、無農薬野菜の販売などです。 

〇大竹委員 販売しているだけで生産はしていないのですね。議案集に、農地面積は0㎡

となっていますが。 

〇鎌形農地係長 本社のある芝山や富里では、農地で無い所を耕作していると言ってい

ました。会社自体は６月に登記したばかりなので、まだ、生産の実績は無いと思われ

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７号、都市農地の貸借の円滑化に関

する法律に係る事業計画の決定についてを採決します。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。 

（挙手多数） 

○議長 挙手多数でございます。よって、本案は可決されました。 

  以上で、議案第７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。 

(鎌形農地係長の挙手あり) 

○議長 鎌形農地係長 

○鎌形農地係長 それでは、議案集３１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。 

 ３２ページでございます。 

①農地法第３条の３第１項の規定による届出でございます。７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
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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。３７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。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。 

３８ページをお開きください。 

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。７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。 

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。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 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。 

 (鎌形農地係長の挙手あり) 

○議長 鎌形農地係長 

○鎌形農地係長 それでは、議案集４０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。１

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

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
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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。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 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。 

     (鎌形農地係長の挙手あり) 

○議長 鎌形農地係長 

○鎌形農地係長 それでは、４３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３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

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。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 小委員長 

○小委員長 報告第３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３号を終了させていただきます。 

 

○議長 報告第４号、農地等の現況に関する照会、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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     (鎌形農地係長の挙手あり) 

○議長 鎌形農地係長 

○鎌形農地係長 それでは、議案集４５ページをお開きください。 

  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、千葉地方法務局成田出張所より４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。 

(小川 小委員長の挙手あり) 

○議長 小川 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１４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１３分） 
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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８月６日 

  

議事録署名人 

 

                                  

 

                                  

 

                                  


