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令和３年度第１回佐倉市農業委員会総会会議録 

 

１ 期日 令和３年４月８日（木）午後 ２時３０分開会 

２ 場所 佐倉市役所１号館６階第２会議室 

３ 出席委員（１５名） 

 １番  林  重 孝      ２番  羽根井 直 子 

 ３番  鈴 木 孝 徳     ４番  三 須 健 行 

５番  梅 澤 孝 雄     ６番  三 門 増 雄 

７番  江 川 昌 子     ８番  長 澤 正 昭 

９番  足 立 正 道    １０番  山 崎   宏  

１１番  兼 坂  仁     １２番  牛 玖 良 一 

１３番  眞 野 文 雄    １４番  石 渡 文 久 

１５番  石 田 和 久（議長）     

     

４ 欠席委員（０名）   

      

５ 議事日程 

   第１ 会期の決定 

   第２ 会議録署名人の選任  

   第３ 議案審議 

      議案第１号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第２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３号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

     

 

６ 農業委員会事務局職員 

     事務局長  糸 賀 信 之 

     主査補   飯 田 啓 市      

主任主事  今 川 大 輔 

      

                                           

    ◎開  会 

               午後 ２時３０分開議 
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◎諸般の報告 

○事務局長  

 本日は、お忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。 

今年度、事務局長を務めます、糸賀 信之でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

尚、事務局職員３名は、前年度と、同じでございます。 

それでは、定刻になりましたので、ただ今より、令和３年度第１回農業委員会総

会を開催させていただきます。 

本日の総会も、新型コロナウイルス感染症予防対策といたしまして、マスク等の

着用をお願いいたします。 

それでは、諸般の報告をさせていただきます。次回の総会でございますが、５月７日（金）

に開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。  

尚、昨今、新型コロナウイルスの感染が増えてきておりますが、特に関西の変異

株の感染について危惧されておりますので、千葉県では宣言等、発令されておりま

せんが、次回、５月７日の総会以降、前年度と同じように、縮小という形で進めさ

せていただければと思います。委員の定数を満たす過半数以上での開催、申請人の

参加は原則見合わせでの開催というような形で行いたいと思っているので、ご理解

を賜れれば幸いと存じます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

◎開会の宣言 

○議長 それでは会議を始めます。 

只今の出席委員は１５名で、佐倉市農業委員会会議規則第７条の規定により、過

半数以上に達しております。 

よって、令和３年度第１回総会は成立いたしましたので、直ちに会議を開きます。 

 

◎会期の決定 

○議長 日程第１、会期の決定を議題といたします。お諮りいたします。 

本総会の会期は、本日１日とすることに、ご異議ございませんか。 

 

―――（異議なしの声あり）――― 

 

○議長 異議は、ないものと認めます。 

よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

 

◎会議録署名人の選任 

○議長 日程第２、会議録署名人の選任について議題といたします。お諮りいたし
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ます。会議録署名人の選任につきましては、議長から指名させて頂きたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

 

―――（異議なしの声あり）――― 

 

○議長 異議は、ないものと認めます。 

それでは、議長から指名いたします。 

議席番号、６番 三門 増雄委員、議席番号、７番 江川 昌子委員を、会議録

署名人に指名いたします。 

 

◎議案の上程 

○議長 日程第３、議案を上程いたします。 

本日の上程議案は、議案第１号、農地法第５条の規定による許可申請について  

議案第２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３号、農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

以上、３議案でございます。 

それでは、議案第１号、農地法第５条の規定による許可申請について、事務局よ

り説明をお願いします。 

事務局長 

 

◎議案第１号の説明 

○事務局長 議案につきまして、ご説明申し上げます。 

総会議案の１ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請につきましては、千葉県知事へ

の意見について審議を求めるものでございます。 

第１項及び第２項は■■■■が、■■■の畑、３０５.７２㎡を、分家住宅建設用

地として転用するものでございます。 

申請地は、■■■の■■■■■の隣接にある小規模な農地で、第２種農地と思われ

ます。 

計画としましては、建築面積８０.３２㎡の専用住宅を建設するもので、雨水は浸

透桝、生活用雑排水は、公共下水道に接続し、処理するものでございます。 

尚、第２項の義務者、■■■■は、■■■■の祖母であり、祖母の土地を借り受け、

住宅を建設するものですが、当該、土地は建築基準法の条件を満たす道路に接道し

ていないため、条件を満たす、最低限の土地について、隣接地の■■■■■の土地

を、購入し、併せて転用するものでございます。 

続きまして、第３項は、■■■■■■■■■■■が、車両置場用地として、■■

の畑、１,８７１㎡を転用しようとするものでございます。 

申請地は、資材置場、車両置場が散在する小規模な農地で、第２種農地と思われ
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ます。 

計画としましては、販売用の４トントラック、２８台分の置場として、整備する

ものでございます。また、周囲は番線で囲み、敷地内は砕石敷とするもので、雨水

等は自然浸透するものと思われます。 

続きまして、第４項は、■■■■■■■■■■■■■■■が、車両置場用地とし

て、畔田の畑、１,００６㎡を転用しようとするものでございます。 

申請地は、資材置場、車両置場が散在する小規模な農地で、第２種農地と思われ

ます。 

本申請は、既存の車両置場の拡張であり、隣接地の耕作者である、■■氏より、

耕作地が不正形であり、畑の形状を整え、耕作の条件を向上させるため、■■■■

■■■■■■■の所有地を譲って欲しい旨、相談したことから、代替え地としての

転用申請となるものでございます。 

申請地は、周囲をネットフェンスで囲み、敷地内は砕石敷として使用するので、雨

水等は自然浸透するものと思われます。 

続きまして第５項は、■■■■が、■■の畑、４４９㎡を、自己居住用の住宅建設

用地として転用するものでございます。 

申請地は、■■■■■■や■■■■■■■■■■■の近隣にある小規模な農地で、

第２種農地と思われます。 

計画としましては、建築面積１１４.０６㎡の専用住宅を建設するもので、雨水は

浸透桝、生活用雑排水は、合併浄化槽により処理するものでございます。 

なお、当該申請地は、既存集落内の自己居住用の住宅建設であるため、市街化調整

区域であっても、住宅を建設する事が出来るものでございます。 

 また、都市計画法、建築基準法等の開発担当部署の事前協議も済んでおります。 

許可要件につきましては、議案第１号の許可要件調査書のとおりであり、許可要

件を満たすものと考えます。 

位置図等を添付してありますので、ご参照ください。 

以上でございます。 

 

〇議長 ただいま、議案第１号について事務局より説明がありましたが、第１項及

び第２項については、江川委員より調査報告をお願いします。 

 

―――（江川委員報告）――― 

 

〇江川委員 議席番号７番江川です。議案第１号第１項及び第２項の調査報告をいたしま

す。 

権利者の、■■■■さんは、義務者の■■■■さんの、お孫さんで、将来、何かと都合

の良い、実家に近い申請地に、分家住宅を建設するものでございます。 

問題はないと思われますので、よろしくご審議の程お願いします。 
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〇議長 ありがとうございました。 

それでは審議を行います。 

何か、ご質問等がありましたら、お願いいたします。 

 

―――（発言者なし）――― 

 

〇議長 ないようですので、これより採決をいたします。 

議案第１号第１項及び第２項について、許可相当とすることに賛成の方の挙手を

お願いいたします。 

 

―――（賛成者挙手）――― 

 

〇議長 挙手全員であります。 

よって、議案第１号第１項及び第２項は、許可相当と決しました。 

続きまして、議案第１号第３項については、申請人を呼んであります。それでは

第３項の申請人を入場させて下さい。 

 

―――（申請人着席）――― 

 

〇議長 申請人の方は、ご苦労さまでございます。 

自己紹介の後、申請の概要についてご説明をお願いします。また、発言の際は、

議長の許可を得てから、お願いいたします。 

 

―――（申請人説明）――― 

 

〇申請人 申請の作業依頼を受けております、行政書士の■■でございます。よろ

しくお願いいたします。農地法第５条の申請をさせていただきました。 

 申請場所は、佐倉市■■■■■■■■■■■、面積が１,８７１㎡、譲り渡し人

が、佐倉市■■の■■■■、譲受人が、■■■■■■■■■■■でございます。 

申請の用途でございますが、車両置場として使用したいと考えております。 

 申請地の土地利用につきましては、砂利敷として、安全対策として、外周を番線

張りとし、２８台程度の車両置場として利用したいと考えております。 

申請地を選んだ理由といたしましては、周辺に、■■■■■の、置場が数か所、利

用している場所がありまして、近隣で使い勝手が良いという理由で申請させていた

だきました。簡単ですが、説明とさせていただきます。 

 

〇議長 ただいま、申請人より説明がございましたが、何かご質問等がありました
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ら、お願いいたします。長澤委員 

 

〇長澤委員 議席番号８番、長澤と申します。現地ですが、ひこためのようになっ

ておりますが、盛土しますよね。 

 

〇議長 申請人 

 

〇申請人 盛土はしないで、砂利を敷き詰めて、高さ調整をいたします。 

 

〇議長 長澤委員 

 

〇長澤委員 そうしますと、排水等、雨水は、直に下に浸透する形になると思いま

すが、他には問題はないですかね、先の方に水が流れるような事は考えられません

か。 

 

〇議長 申請人 

 

〇申請人 雨水対策としましては、砂利敷としますので、降った雨は浸透すると考

えておりまして、隣接などに、雨水が流れるような、迷惑はないもの考えておりま

す。 

 

〇議長 長澤委員、よろしいでしょうか。 

 

〇長澤委員 はい。 

 

〇議長 他に何かございますか。ございませんか。 

 

―――（発言者なし）――― 

 

〇議長 ないようですので、申請人は退席をお願いいたします。 

 

―――（申請人退席）――― 

 

〇議長 申請人が退席しましたので、これより採決をいたします。 

議案第１号第３項について、許可とすることに賛成の方の挙手をお願いいたしま

す。 

―――（賛成者挙手）――― 
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〇議長 挙手全員であります。 

よって、議案第１号第３項は、許可相当と決しました。 

続きまして、第４項の申請人を入場させてください。 

 

―――（申請人着席）――― 

 

〇議長 申請人の方は、ご苦労さまでございます。 

自己紹介の後、申請の概要についてご説明をお願いします。また、発言の際は、

議長の許可を得てから、お願いいたします。 

 

―――（申請人説明）――― 

 

〇申請人 ■■■■■■■■■■■■■■■と申します。よろしくお願いいたしま

す。■■さんという、隣の畑の人が、私の土地を譲ってほしいとお願いされ、畑の

形が良くなり、使いやすくなると、また、同じ面積を、■■さんが、私に譲ってく

れるので、お互い、使いやすくなるので、交換しましょうと、いう事になりました。 

お互い土地が真っすぐになり、使いやすくなるので、このような形にしたいので、 

申請しました。 

 

〇議長 ただいま、申請人より説明がございましたが、何かご質問等がありました

ら、お願いいたします。眞野委員 

 

〇眞野委員 議席番号１３番、眞野でございます。現地を見ました。 

平成３０年の６月に、農地転用の許可を取った土地がありますが、砂利を敷いてな

い状態なので、車両置場としては、活用していないのでは。 

 

〇議長 申請人 

 

〇申請人 上の方には、砂利を敷いて、車両を置いてありますが、その他は、これ

からです。 

 

〇議長 眞野委員、よろしいでしょうか。 

 

〇眞野委員 本当に、車両置場だけですよね。 

 

〇議長 申請人 

 

〇申請人 はい。 
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〇議長 眞野委員、よろしいでしょうか。 

 

〇眞野委員 はい。 

 

〇議長 他に何かありませんか。 

   

―――（発言者なし）――― 

 

〇議長 ないようですので、申請人は退席をお願いいたします。 

 

―――（申請人退席）――― 

 

〇議長 申請人が退席しましたので、これより採決をいたします。 

議案第１号第４項について、許可とすることに賛成の方の挙手をお願いいたしま

す。 

 

―――（賛成者挙手）――― 

 

〇議長 挙手全員であります。 

よって、議案第１号第４項は、許可相当と決しました。 

続きまして、第５項については、足立委員より調査報告をお願いします。 

 

―――（足立委員報告）――― 

 

〇足立委員 議席番号９番足立です。議案第１号第５項の調査報告をいたします。 

権利者の、■■■■さんは、奥さんと、お子さん二人の、４人家族で、■■■■■■の

アパートに住んでいます。 

将来、子供の成長等、家族４人で暮らすには、手狭であるため、■■■■さん、■■■

■さん姉妹から土地を購入して、一戸建てを建設するものです。 

■■さん姉妹は、相続により申請地を取得し農業者でもなく、県外と市外に住んでいる

ため、■■さんに、売られるとの事です。 

また、現地の方を確認しましたが、■■の側で、畑の中に、数件、住宅が点在している

ような状態です。畑と言っても、大規模な畑では、家庭菜園程度の畑の現状でございます。 

住宅として、農地転用するには、排水の問題だと思うのですが、排水は、先程、説明も

あったように、合併浄化槽で処理し、既存のＵ字溝があるのですが、長さが、足りないの

で、自分で道路脇に設置するという事です。 

住宅は、平屋建てで、日陰にならないように、近隣の畑には支障が無いと思われます。 

問題はないと思われますので、よろしくご審議の程お願いします。 
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〇議長 ありがとうございました。 

それでは審議を行います。 

何か、ご質問等がありましたら、お願いいたします。三門委員 

 

〇三門委員 議席番号６番三門です。義務者の方は、■■の方ですか。 

 

〇議長 足立委員 

 

〇足立委員 元々は、■■の方が持ち主なんですが、娘姉妹に相続され、共有名義

で持っていて、片方の方は、■■に住んでいます。 

 

〇議長 三門委員、よろしいでしょうか。 

 

〇三門委員 はい。 

 

〇議長 他に何かございますか。ございませんか。 

 

―――（発言者なし）――― 

 

〇議長 ないようですので、これより採決をいたします。 

議案第１号第５項について、許可相当とすることに賛成の方の挙手をお願いいた

します。 

 

―――（賛成者挙手）――― 

 

〇議長 挙手全員であります。 

よって、議案第１号第５項は、許可相当と決しました。 

続きまして、議案第２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３号の農用地利用配分計画（案）に対する意見については関連する案件です

ので、一括審議とさせていただきます。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

事務局長。 

 

―――（事務局説明）――― 

 

◎議案第２号・第３号の説明 

〇事務局長 議案につきまして、ご説明申し上げます。 

議案の２ページをお願いいたします。 
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議案第２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、農業

経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画を決定するにあた

り、佐倉市長より農用地利用集積計画（案）の提出があったので、審議を求めるも

のでございます。 

利用権の種類といたしましては、使用貸借権の設定、４件、７筆、地積４,２０

２㎡でございます。賃貸借権の設定、３３件、８８筆、１１５,９０５㎡でござい

ます。 

詳細でございますが、議案の３ページ～１０ページをお願いいたします。 

申請番号１番～８番、１２番、２７番、２８番、３０番、３２番、３４番につい

ては、農業経営規模拡大のため、申請番号９～１１番、１３番、１５番～２６番、

２９番、３１番、３３番、３５番、３６番については農業経営安定のため、申請番

号１４番については農地中間管理事業活用のため、期間は、２年１１ヶ月１７日～

１０年を設定しようとするものでございます。 

いずれも利用権を設定する土地、設定内容の詳細など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ものと考えます。 

続きまして、議案の１１ページ～１３ページをお願いいたします。 

議案第３号 農用地利用配分計画（案）に対する意見につきましては、農地中間

管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農用地利用配分計画

（案）に対する意見を求めるもので、農地中間管理機構から、■■■■の１農業者

が、■■■■の田１筆、■■■■の田１筆、合計５,７７０㎡の農地を借りうける

もので、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第４項の各要件を満たして

いるものと思われます。 

以上でございます。 
〇議長 ただいま、議案第２号及び議案第３号について事務局より説明がありまし

たが、本件については、計画の作成者である佐倉市農政課を呼んであります。農政

課職員を入場させて下さい。 

 

―――（農政課着席）――― 

 

〇議長 農政課の職員は、ご苦労様です。 

自己紹介をお願いいたします。 

 

―――（農政課あいさつ）――― 

 

〇農政課 農政課の志津です。よろしくお願いいたします。 

〇議長 ありがとうございました。 

議案第３号、申請番号１０番については、兼坂委員が、申請番号１５番～３３番

及び３５番～３６番については、鈴木委員が、申請番号１６番については、山崎委
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員が関係する案件ですので、佐倉市農業委員会会議規則第１０条の規定により退席

をお願いいたします。 

 

――(兼坂、鈴木、山崎委員退席)―― 

 

〇議長 それでは兼坂委員、鈴木委員、山崎委員が退席しましたので、審議を行い

ます。 

議案第２号及び議案第３号について、何かご質問、ご意見等ございましたら、お

願いいたします。梅澤委員 

 

〇議席番号５番、梅澤です。■■■■■とは、どのような法人ですか。 

 

〇議長 事務局長 

 

〇事務局長 ■■■■■■■■■は、■■■■■等の作業を請け負っている、法人

でございます。 

 

〇議長 三門委員 

 

〇三門委員 議席番号６番、三門です。関連して質問します。代表はどなたですか

ね。 

 

〇議長 事務局長 

 

〇事務局長 ■■■■■につきましては、■■■■さんが代表でございます。 

 

〇議長 他に何かございますか。 

 

―――（発言者なし）――― 

 

〇議長 ないようですので、農政課の職員は退席をお願いします。 

 

―――（農政課退席）――― 

 

〇議長 農政課の職員が退席しましたので、これより採決をいたします。 

先に、議案第２号について、承認とすることに賛成の方の挙手をお願いいたしま

す。 
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―――（賛成者挙手）――― 

 

〇議長 挙手全員であります。 

よって、議案第２号は、承認と決しました。 

兼坂委員、鈴木委員、山崎委員を入場させて下さい。 

 

――（兼坂、鈴木、山崎委員入場）―― 

 

〇議長 続きまして、議案第３号について原案のとおり決定することに賛成の方の

挙手をお願いいたします。 

 

―――（賛成者挙手）――― 

 

〇議長 挙手全員であります。 

よって、原案のとおり決定と決しました。 
以上をもちまして、本日ご提案をいたしました議案につきまして、審議が終了い

たしました。 

慎重なるご審議をいただき、ありがとうございました。 

続きまして、事務局から報告事項をお願いいたします。 

 

―――（事務局長報告）――― 

 

◎報告事項の説明 

〇事務局長 報告事項について、申し上げます。 

それでは、議案の１４ページをお願いいたします。 

農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでございます。 

専用住宅用地としようとするもの１件、１筆でございます。 

次に、議案の１５ページをお願いいたします。 

農地法第５条第１項第７号の規定による届出についてでございます。 

専用住宅用地としようとするもの２件、２筆、宅地の一部としようとするもの１

件、１筆、駐車場用地としようとするもの１件、２筆でございます。 

次に、１６ページをお願いいたします。 

地目変更登記に係る法務局からの照会についてでございます。 

宅地として地目変更申請のあったもの、２件、３筆、山林として地目変更申請の

あったもの、２件、２筆でございます。 

次に、１７ページ～１９ページをお願いいたします。 

利用権の中途解約に係る通知書についてでございます。 

利用権設定期間存続中でございますが、地主、借主、双方の合意の基、解約をし
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たもの、４７件、１２７筆でございます。 

次に、２０ページをお願いいたします。 

農地法第３条の３第１項の規定による届出書についてでございます。 

相続による届出、６件、４６筆でございます。 

次に、２１ページをお願いいたします。 

農地法施行規則第２９条第１３項に関する農地法制限除外の届出書についてで

ございます。 

携帯電話の基地局による届出、１件、１筆ございます。 

報告事項につきましては、以上でございます。 

 

〇議長 ありがとうございました。 

以上をもちまして、令和３年度第１回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

=== 会 議 終 結 === 

 


