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第３１回柏市農業委員会総会議事録  
１  令和３年２月５日 (金 )柏市農業委員会総会を柏市農業委員会会長

染谷茂が招集した。  

２  場所  柏市第５，第６委員会室  （本庁舎５階）  午後２時  

３  出席した委員は次のとおりである。  

 ＜農業委員＞  

  １番  坂  巻  洋  行     ２番  飯  野  文  夫  

  ３番  飯  塚  恒  男     ４番  岡  田  英  夫  

  ５番  大  宮  茂  男     ６番  染  谷    茂  

  ７番  山  﨑  明  久     ８番  成  嶋  君  美  

  ９番  石  井  マサ子    １０番  金  子  幸  司  

 １１番  酒  巻  寿  雄    １２番  谷田貝  和  代  

 １３番  遠  藤  秀  生    １５番  橋  本  英  介  

 １６番  村  越    等  

                １６名中１５名出席  

 ＜農地利用最適化推進委員＞  

 １７番  栗  原    豊    １８番  砂  川  晴  彦  

 １９番  木  村    寿    ２１番  坂  巻  儀  治  

 ２２番  関  根  勝  敏    ２３番  浜  島  照  雄  

 ２４番  小  川  克  己    ２５番  冨  澤  英  三  

 ２６番  友  野  博  之    ２８番  染  谷  茂  幸  

 ３０番  石  井  一  美    ３１番  秋  谷  昌  治  

                １５名中１２名出席  

 

４  欠席した委員は次のとおりである。  

 １４番  程  田    平    ２０番  相  模  農夫男  

 ２７番  増  田  直  晴    ２９番  山野辺    守  

 

５  出席した事務局職員は次のとおりである。  

  局  長  大  野    功  

  次  長  寺  嶋    浩  

  副主幹  原  田  圭  介  

  副主幹  安  藤  陽  子  
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６  本日の会議に付議した議案は次のとおりである。  

 議案第   １号  農地法第３条の規定による許可申請に対する許可  

         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対する県へ  

         の意見の送付について  

 議案第   ３号  農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明  

         願の送付について  

 議案第   ４号  生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明につい  

         て  

 議案第   ５号  農用地利用集積計画の決定及び農用地利用配分計  

         画案に係る意見について（その１～その５）  

 議案第   ６号  農地法第３条第２項第５号に係る別段の面積につ  

         いて  

 

７  報告事項  

 （１）農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の受理  

    通知書の交付について  

 （２）農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の受理  

    通知書の交付について  

 （３）農地の転用事実に関する照会について  

 （４）農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について  

 （５）農地法施行規則第２９条第１項の規定による農地転用届出の  

    確認書の交付について  

 （６）生産緑地内における行為の制限の解除について  

 （７）生産緑地地区の買い取りの申出による農業従事者への斡旋に  

    ついて  

 

 （午後２時００分開議）  

 

議長  ただいまより第３１回農業委員会総会を開催いたします。  

 本日の出席委員は農業委員１６名中１５名，推進委員１５名中１２

名の出席でございます。よって，定足数に達しておりますので，会議
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は成立しておりますことをご報告いたします。  

 

議長  それでは，日程１，議事録署名委員を選任したいと思いますが，

選任方法はいかがいたしましょうか。  

 

（「議長一任」の声あり）  

 

議長  「議長一任」ということですが，ご異議ございませんか。  

 

（「異議なし」の声あり）  

 

議長  それでは，指名をいたします。  

 山﨑明久委員，成嶋君美委員，よろしくお願いいたします。  

 

議長  次に，日程２，一般報告事項につきましては，お手元の配付資

料のとおりでございますので，ご了承願います。  

 

議長  今月の担当は第３調査会であります。調査会の概要説明及び前

回の巡回パトロールの報告について，坂巻洋行委員長，よろしくお願

いいたします。  

 

坂巻洋行委員長  農地第３調査会は，去る１月２６日，２月２日，令

和２年度第１１回農地調査会を実施しました。  

 今回の調査事案である農地法第３条４件，第５条５件，非農地証明

１件，主たる従事者証明１件について，現地調査並びに面接調査を行

いましたが，現地調査については，新型コロナウイルス感染抑止を目

的として，会長，事務局職員２名，私，坂巻の計４名で実施しました。  

 次に，令和２年１０月に開催された第２７回総会の議案第１号から

第２号の５件について，巡回パトロールの結果報告を受けました。  

 特に問題のある案件はありませんでした。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。それでは，日程３，議事に移ります。  
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 議案を上程いたします。  

 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する許可につ

いて」を議題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。  

 事務局。  

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  それでは，審議に入ります。  

 １番について調査結果の報告を坂巻洋行委員長お願いいたします。  

 

坂巻洋行委員長  １番について，ご報告いたします。  

 調査会資料は，３ページからになります。  

 本件は，泉在住の譲受人が自宅から近く耕作しやすいため，また，

泉在住の譲渡人は人手不足により農業経営を縮小するため，売買によ

る所有権移転を伴う許可申請です。  

 申請地は，泉の畑１筆８１７㎡で，ネギ，カブなどを栽培する計画

です。  

 譲受人の農業経営の実態については，資料のとおりです。  

 現地調査並びに面接調査を実施し，農地法第３条第２項の許可基準

に基づき審査したところ，適正であると認め，第３調査会としては，

許可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対して，申請内容に基づき，責任を持って耕作する

ように伝え，その意思を確認しています。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。調査結果の報告がございました。  

 一番について，何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，承認いたします。  

 次の審議に入ります。２番から４番は関連がありますので，一括し

て調査結果の報告を坂巻洋行委員長，お願いいたします。  
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坂巻洋行委員長  ２番から４番について，ご報告します。  

 調査会資料は，５ページからになります。  

 本件は，宿連寺在住の譲受人が，新たに農地を借りて新規就農する

ため，一方，譲渡人３名は，高齢により農業経営を縮小するため，賃

借権及び使用貸借権の設定による許可申請で，賃借期間及び使用貸借

期間はともに５年間です。  

 申請地は，布施の畑１筆１，０６５㎡，根戸新田の畑１筆の一部，

２，９６０．６２㎡，大井の畑１筆９８５㎡，合計５，０１２．６２

㎡です。  

 譲受人は，平成１０年４月から平成１５年３月まで茨城県所在の民

間企業，平成２０年４月から令和２年まで市内の組合で農作業に従事

し，新規就農の準備を進めているところです。  

 なお，農業経営の実施計画では，ブルーベリー，パッションフルー

ツ，アボガドなどを家族２人で栽培するものです。  

 現地調査並びに面接調査を実施し，農地法第３条第２項の許可基準

に基づき審査したところ，適正であると認め，第３調査会としては許

可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対して，申請内容に基づき，責任を持って耕作する

ように伝え，その意思を確認しています。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。調査結果の報告がございました。  

 事務局に補足説明を求めます。  

 事務局。  

（事務局が補足説明）  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 ２番から４番について，何か質問はございませんか。  

 

浜島委員  浜島です。  

 この方が今回これを提出した経緯をちょっと教えてください。この

方は前々からブルーベリー相当やっていて，うちのほうの近くで土地
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貸してくれ，いざ，ちょっと申請したら，この方はできないというこ

とで，それ没になってしまったんです。そういう経過があったんで，

ちょっと今頃こういう新規就農で出した。どうして出したのか，ちょ

っと。  

 

事務局  事務局です。  

 これまではブルーベリーをその該当地の一部で所有者から指導を受

けながらブルーベリーの栽培をしていたと。ご承知のように，農地の

賃貸借契約，あるいは売買は５反以上の要件，それから効率的に耕作

するという要件がそろわなければこれは成立しませんので，そういっ

た経緯から今回５反以上の農地の貸し借りの契約，あるいは効率的に

耕作できるという見通しが立ったために申請に至ったものです。  

 以上です。  

 

浜島委員  今まではそういう面積でクリアできなかったということ。  

 

事務局  そうです。面積も含め，そういった申請する条件に至らなか

ったので申請はできませんでしたが，今回そういった条件がそろいま

したので，申請に至ったということです。  

 

議長  よろしいですか。  

 

浜島委員  はい。  

 

議長  そのほか。  

 

成嶋委員  成嶋です。  

 ●●は使用貸借と書いてあるんですけれども，譲受人と譲渡人の関

係はどうなんでしょう。  

 

坂巻洋行委員長  特に関係性はないのかなと思うんですけれども，詳

しく聞いてはいなかったので。  
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成嶋委員  もう一つ。  

 

議長  はい。  

 

成嶋委員  譲受人は現在でも●●だと思うんですけれども，年間２０

０日の労働が入っていますけれども，ほかの職責を持っていながら２

００日はやれるんでしょうか。  

 

坂巻洋行委員長  一応，本人の話としては，●●のほうは●●という

ことで，その後頑張るということでした。  

 

成嶋委員  ブルーベリーだとかはもう多分摘み取りだとか，観光もあ

るんですけれども，集中してやるときに奥さんと２人でやるというこ

とで，これだけの●●，ブルーベリーだけで，そのくらいの収益がそ

れだけの仕事を持っていながら，それに集中してやれるのかどうか。  

 

坂巻洋行委員長  本人は一応やるということでした。  

 

議長  確かに，これは３か所とも離れているんです。それと，根戸，

それとまた大井，それでも極端な話，収穫のときが一番大変だと思う

んですけれども。  

 

成嶋委員  多分奥さんと２人でやっていくのに大変な労力が加わるん

じゃないかなと思って。  

 

坂巻洋行委員長  何か土地に関してはいずれ１か所に集めたいみたい

な考えはあるみたいなことは言っていました。また摘み取りとかを考

えると逆に離れていたほうが，場所を変えて摘み取りができるので，

ブルーベリーがあまり荒らされずに安定していいんだという話もあり

ました。  

 

議長  よろしいですか。  
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成嶋委員  はい。  

 

議長  そのほかございませんか。  

 

金子委員  今回，５年の契約ですね。ブルーベリーだと５年で契約が

解消になった場合はきついと思うけどそういうのは理解した上で貸し

借りの契約したのかな。  

 

坂巻洋行委員長  そう思いますけれども。  

 

金子委員  もし返してくれと言われて，返せるのか。そうなったら厳

しいよね。  

 

坂巻洋行委員長  そこまでは聞いていなかったですけれども。  

  

金子委員  返すことができるのかな，そういう契約をつくっておいて。  

 

坂巻洋行委員長  すみません，その辺，ちょっと聞いていなかったん

ですけれども。  

 

金子委員  でも，ブルーベリーとか，アボガドなんかは自分の土地だ

ったらいいけど借りた土地で，木を植えると５年では返還するのは厳

しいと思う。だからそういうときはどうするのか，これは鉢でやる，

それとも植付けなのか。  

 

坂巻洋行委員長  植え付けられているところもあるし，鉢のところも

ありますけれども。  

 

金子委員  鉢でやるんだったら水かけ，要するにかん水が必要だ。そ

ういうときのこととかを考えているのかな。  

 

坂巻洋行委員長  鉢のところはかん水の設備はされていたみたいなん

ですけれども。  
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金子委員  借りている畑だと井戸を掘ったり何かは多分できないと思

うので，どうするのかな。野菜と違ってかなり長い作物なんで，その

辺の計画がはっきりしているのかなと思ったんです。  

 

坂巻洋行委員長  かなり情熱的な方だったので，長くやれるんじゃな

いかなとは思ったりしたんですけれども，そこはちょっと確認は。  

 

金子委員  水がなければ水かけられないし，やる気だけではできない

こともあると思うんだけれども。  

 

坂巻洋行委員長  うちの近くの畑だけで見れば，水を運んできてかけ

ているようなことは見たことあります。  

去年の一番暑い時期，そこで一生懸命水をかけているようなことはし

ていましたけれども。  

 

議長  あと，そのほか。  

 

村越委員  さっき事務局の説明で，ちょっとお聞きするんですけれど

も，購入を何か考えているみたいなことを言われているんですけれど

も，後継者とかそういう方はいらっしゃるんでしょうか。  

 

議長  今，ここに出ているように奥さんと２人でやっているというこ

とで，これは後継者，自分の子供がどうのこうのというのは，そうい

うのは聞いてはいないんですけれども。  

 

村越委員  もし購入した場合に将来どういうような方向でいくのかな

と。  

 

議長  その辺は確認していないですけれども。  

 

村越委員  さっき金子さんも言ったけれども，樹木だからずっと植え

っ放しにはなると思うんだ。購入も考えてと思うのかなと思ったんで
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すけれども。  

 

議長  根戸のところにいたときに，以前はいっぱい植えてあったんで

す。それをこの布施，また大井のほうへ分散しているというところも

あるんです。植え替えている。以前，ほかのところでやっていたとこ

ろも全部話が合わなくて，全部抜いて移動したこともあるんですけれ

ども，だから，何かあれば５年でももう返してくれと言えば返してく

れる人なのかなと思っていたんですけれども。実際には，新しい苗を

植えると，成るまで３年かかるんです。量は穫れないけれども。４年，

５年と経ってそれでしっかり収穫できるようになるんですけれども，

５年で返していては一番大変なときに返すのかなという。  

 そのほかございませんか。  

 

飯野委員  飯野です。  

 この農業経営の実施計画の中にはブルーベリー●●㎡とある。今回

のところはブルーベリーだけを作るんですか。すると，今，その次の

今度，●●ページの●●番見ると，生産物，現金，ブルーベリーが●

●，アボガド●●，パッションフルーツ●●となっていますけれども，

これは今後作るということですか。  

 

坂巻洋行委員長  アボガドとパッションフルーツについては，今苗木

を育てている感じらしい。  

 ただ，まだうまくいかないらしくて，ちょっとこの●●というのは

違い過ぎるね。将来の計画になってしまう。  

 今回のところ，できているところが●●㎡であって，ブルーベリー

を。これは申請時の計画が●●㎡で，目標●●年に●●㎡で，パッシ

ョンとアボガドが●●㎡，●●㎡になる。そうするとこっちの経営の

販売計画というのは●●年の計画になってしまう。  

 

議長  ここにはそれが入ってしまっている。  

 

坂巻洋行委員長  当初の計画よりも一応面積がちょっと少なくなった

部分があるので。  
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飯野委員  この人のブルーベリーに対する熱意は相当なものだ。●●

年からやっているんだから。  

 

坂巻洋行委員長  その熱弁はかなりされてましたけれども。  

 

議長  柏ブルーベリー組合があるんですけれども，その中にも。  

 

飯野委員  何か農政課主導でブルーベリーの観光農園大分造りました

ね，そこに関係しているのかな。だからなおさら本人も作ってみたい

んだろう。自分の圃場というものを持ちたいんでしょう，収入はとも

かく。  

 

議長  その他。  

 

酒巻委員  酒巻です。  

 作業場は建てたり借りたりする予定はあるんでしょうか。  

 

坂巻洋行委員長  一応北柏の部分においては，作業場というか，ある

みたいなんですけれども。  

 

酒巻委員  そこでパッケージというか，箱詰めとか選別とかやるとい

う感じ。  

 

坂巻洋行委員長  何というんですか，それもよく，摘み取りのとかな

んか，要するに袋詰めして出すということでもあるんだけれども，何

か摘み取りも，でも摘み取りはあれだと，出荷体制についてはあまり

ちょっとはっきり聞けなかったというか，聞き出せなかったというか。

すみません。  

 

議長  いいですか。  

 

酒巻委員  でも，摘み取りのほかにコンビニ，スーパーでの販売や加
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工品も作るみたいなんで，そういった作業はどこでやるんでしょうか。  

 

坂巻洋行委員長  この生産物の出荷というか，物については，一応こ

こに書いてあるのは，結構あったので，本当にできるのかということ

は聞いたんですが，できるとは言って，どこでという前にいろいろ別

の話が出てしまったので，ちょっとあいまいになってしまって，ちゃ

んと聞いていなかったんですけれども，聞けなかったというか，とに

かくやれるということなので，加工等については今後ということでは

あるみたいですけれども。そんな感じですいません。  

 

橋本委員  仲間がいると言っていたんで，多分加工とかに関しては，

●●の名前等も上がってきましたので，多分個人でやられるのでは初

期投資が大きいんで，多分仲間でやっている人のところに付随してい

るようなイメージではないかなと思います。摘み取りとかに関しても，

奥さんと２人でやっているとは言っていましたが，仲間も，手伝って

くれる人がいるとも言っていました。  

 

酒巻委員  加工なんかは委託みたいな形。  

 

橋本委員  その辺の金額的なやり取りはどうなのかははっきりまだ分

かりませんけれども，多分，初期投資から考えて全部いきなりやると

いうのではなくて，多分，長年にわたってやる組合みたいなものを設

立していますし，だからそういうのを使って委託とかも考えているん

じゃないかと思います。手伝っている人がいると言っていたのは確か

です。  

 

議長  よろしいですか。  

 そのほか，ございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，承認いたします。  

 議案を採決いたします。  
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 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 次の議案に入ります。  

 議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請に対する県への意

見の送付について」を議題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。  

 事務局。  

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  それでは，審議に入ります。  

 一番について調査結果の報告を，坂巻洋行委員長，お願いいたしま

す。  

 

坂巻洋行委員長  １番について，ご報告いたします。  

 調査会資料は，１１ページからになります。  

 本件は，賃貸借による権利設定を行う，仮設水路用地及び作業場用

地の一時転用許可申請です。  

 申請地は，大青田の田１筆の一部５５５．９５㎡です。市街化区域

に近接し，１０ｈａ未満の区域内の農地であることから，第２種農地

と判断しました。  

 譲受人は土地区画整理法に基づく組合で，大青田周辺の土地区画整

理を進めるに当たり，工事期間中に限って既存の水路を当該区画整理

地外へ迂回させる必要があるため，隣接する申請地へ仮設水路及びそ

の作業場を整備する計画に至ったものです。  

 申請内容は，幅２ｍ，深さ１．３ｍの仮設水路を申請地内の東西８

５ｍにわたって掘削するもので，一時転用期間は１０か月です。  

 被害防除対策として，雨水は自然浸透，工事中は外周にロープを張

り，安全に配慮します。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査の結果を，農地転用関係事
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務指針に基づき審査したところ，農地の区分ごとの許可基準である立

地基準，資力・信用等による転用の実現性，周辺農地への影響等につ

いて審査する一般基準については，適正であると認め，第３調査会と

しては許可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対し，申請内容に基づき，責任を持って履行するよ

うに伝えました。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 １番について何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，１番を承認いたします。  

 次の審議に入ります。  

 ２番について，調査結果の報告を坂巻洋行委員長，よろしくお願い

します。  

 

坂巻洋行委員長  ２番について，ご報告します。  

 調査会資料は，１５ページからになります。  

 本件は，売買による所有権移転を伴う車両置場用地の整備を目的と

した転用許可申請です。  

 申請地は藤ケ谷の畑１筆１３０㎡の他，農地以外の土地１，２１２．

９９㎡を含む，合計１，３４２．９９㎡を事業計画地とするものです。  

 おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内の農地であるこ

とから，第１種農地と判断しました。  

 譲受人は，市内で土木業を営む法人で，隣接する既存車両置場が台

数の増加から手狭となったため，新たに隣接する申請地へ車両置場を

拡張する計画に至ったものです。  

 計画内容は，農地部分を砂利敷きとし，収容する車両として，切削

機，トレーラー，乗用車，トラック等，合計３１台を予定しています。  

 被害防除対策について，雨水は自然浸透，隣接する既存車両置場と
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の間を除く外周に新しくフェンスを設け，土砂等の流出を防止し，工

事中は誘導員を配置して安全に配慮します。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査の結果を，農地転用関係事

務指針に基づき審査したところ，第１種農地における転用は原則とし

て認められないものの，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を超えないため，本件については，許

可の例外に該当するものです。また，資力・信用等による転用の実現

性，周辺農地への影響等について審査する一般基準についても，適正

であると認め，第３調査会としては，許可相当と判断しました。  

 なお，譲受人に対し申請内容に基づき，責任を持って履行するよう

に伝えました。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。調査結果の報告がございました。  

 ２番について何か質問はございませんか。  

 

村越委員  村越ですけれども，この譲受人の方はこれからまたこれだ

け車を増やすということで増設というか，それは考えているんでしょ

うか。それとも今もう置く場所がないのか。車を増やすのかとか。  

 

坂巻洋行委員長  増やす予定だと。  

 

村越委員  今もかなり広い場所ですけど，また増やすということでし

ょうか。  

 

坂巻洋行委員長  現在の車両についても手狭になって出し入れという

部分で困難になってきたので，そちらへ移すということと，台数も増

やす予定ではあるみたいです。  

 

議長  よろしいですか。  

 

村越委員  はい。  
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議長  そのほかございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」というお声がございましたので，２番を承認いたしま

す。  

 次の審議に入ります。  

 ３番から５番は一体の事業になりますので，一括して調査結果の報

告を，坂巻洋行委員長，お願いいたします。  

 

坂巻洋行委員長  ３番から５番についてご報告します。  

 調査会資料は，１９ページからになります。  

 本件は，使用貸借権の設定による農地造成に係る一時転用許可申請

です。  

 申請地は，泉の田及び畑５筆３，８６７㎡です。  

 市が定める農業振興地域整備計画における農用地区域内にある農地

であることから，農用地と判断しました。  

 申請地は現在，譲渡人が田として使用していますが，畑とすること

で水稲以上の収益が見込まれることから，市内で土建業を営む法人を

譲受人として，造成に係る一時転用を計画するに至ったものです。  

 計画内容は，申請地を東西に並行する道路面に合わせて，平均１．

７ｍの盛土を行い，東側接道部分に出入口を設けるものです。造成期

間は３年で，農地復元後はサツマイモ，トウモロコシ，キュウリ等を

作付し，用水はトラックにて運般，散水する予定です。  

 被害防除対策として，隣接地から１ｍ離して盛土を行い，盛土上の

外周には小堰堤を設けて雨水の流出を防止する他，法面には張り芝を

行い，土砂等の崩落を防止します。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査の結果を，農地転用関係事

務指針に基づき審査したところ，農用地における転用は原則として認

められないものの，市より集団的及び継続的な土地利用の確保が認め

られる旨の意見書が提出されていることから，許可の例外に該当する

ものです。また，農地の区分ごとの許可基準である立地基準，資力・

信用等による転用の実現性，周辺農地への影響等について審査する一
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般基準についても，適正であると認め，第３調査会としては，許可相

当と判断しました。  

 なお，譲受人に対し，申請内容に基づき，責任を持って履行するよ

うに伝えました。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。調査結果の報告がございました。  

 ３番から５番について，何か質問はございませんか。  

 どうぞ。  

 

染谷茂幸委員  今回の面積に対して工期が３年ということですが，３

年では長いんじゃないかと，それだけかかるんですか。何か理由があ

るんですか。  

 

橋本委員  多分土の排出の関係だと思います。  

 

染谷茂幸委員  それだけかかるかという。  

 

橋本委員  表土にいい土を入れるということで，近々になかなか出な

いようで，土を選定しながら入れるということを言っていたんで，そ

の選定に時間がかかるんじゃないかなと思います。  

 

染谷茂幸委員  あと，造成後はこれは譲受人が作るということですか。  

 

坂巻洋行委員長  そうです。  

 

染谷茂幸委員  だから入り口が１か所。  

 

坂巻洋行委員長  入り口は今は１か所なんですけれども，ゆくゆくは

それぞれに造るということです。  

 

染谷茂幸委員  賃貸後，譲受人は何年ぐらい作るんですか。お受けし

た後に，譲受人は何年耕作するという。  
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議長  譲受人はこれは，その期間だけ埋め立てるのに借りるというこ

とだ。  

 

染谷茂幸委員  作ることは地主さんがやる。  

 

議長  そうですね。  

 

染谷茂幸委員  じゃ，これは入り口にとっては，この造成のための入

り口だけで，後で一人一人入り口は作るということ。  

 

坂巻洋行委員長  そうみたいです。  

 

議長  そのほか，よろしいですか。  

 

村越委員  この道路，交通量が多くて，入るところも狭いと思うんで

す。さっき入り口，どこが入り口だか分からないんですけれども，そ

の安全面とかそういう搬入の面はどこから入りますか。道路狭くて交

通量も多いと思うんですけれども，その辺は大丈夫でしょうか。  

 

坂巻洋行委員長  一応入り口というか，県道から入るところには誘導

員，一応警備員は配置するよう。  

 

村越委員  その辺，気をつけてやっていただきたいと思います。  

 

議長  そのほか，ございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」というお声がございましたので，３番から５番を承認

いたします。  

 議案第２号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  
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（挙手）  

 

議長  挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 次の議案に入ります。  

 議案第３号「農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明願の

送付について」を議題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。  

 事務局。  

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  それでは，審議に入ります。  

 １番について調査結果の報告を，坂巻洋行委員長，お願いいたしま

す。  

 

坂巻洋行委員長  １番について，ご報告します。  

 調査会資料は，２５ページからになります。  

 本件は，宅地へ地目変更登記を行うための，農地法の規定に基づく

許可を要しない土地の証明の申請です。  

 申請地は，船戸の畑１筆１７８㎡で，現況は宅地です。  

 申請者は，平成１４年８月，相続により所有権を取得しましたが，

平成９年頃から宅地として使用していたとのことです。  

 平成１６年撮影の航空写真が添付されており，農地法所定の許可を

得ないまま，２０年以上宅地として使用されていると判断できます。  

 この間，農地法第５１条の規定による違反転用に対する処分は受け

ておりませんが，現地調査並びに面接調査の結果を，農地転用関係事

務指針に基づき審査したところ，第３調査会としては承認相当と判断

しました。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  
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 １番について何か質問ございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，１番を承認いたします。  

 議案第３号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 次の議案に入ります。  

 議案第４号「生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について」

を議題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。  

 事務局。  

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  それでは，審議に入ります。  

 １番について調査結果の報告を，坂巻洋行委員長，お願いいたしま

す。  

 

坂巻洋行委員長  １番について，ご報告します。  

 調査会資料は，２７ページからになります。  

 本件は，篠籠田在住の方が生産緑地法第１０条の規定に基づき，柏

市へ生産緑地の買取りを申出するための，農業の主たる従事者証明の

申請です。  

 申請地は，高田の畑４筆９５８．５６㎡です。  

 申請理由は，令和２年１２月，農業経営に欠くことのできない申出

者の父親が亡くなり，当該生産緑地をこれ以上維持管理していくこと

が困難になったためです。  

 以上のとおり，現地調査並びに面接調査を実施し，審査したところ，
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第３調査会としては，承認相当と判断しました。  

 以上です。  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 調査結果の報告がございました。  

 １番について何か質問ございませんか。  

 はい，どうぞ。  

 

酒巻委員  酒巻です。  

 この従事者の方の奥さんとか後継者になるようなお子さんはいなか

ったんですか。  

 

坂巻洋行委員長  一応お子さん，２人いますが，農家ではないとのこ

とです。  

 

議長  よろしいですか。  

 

酒巻委員  はい。  

 

議長  そのほか，ございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，１番を承認いたします。  

 議案第４号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 次の議案に入ります。  

 議案第５号「農用地利用集積計画の決定並びに農用地利用配分計画
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案に係る意見について（その１からその５）」を議題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。  

 事務局。  

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  ご苦労さまでした。  

 議案第５号（その１）及び（その２）につきましては，私，染谷が

農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制限」の規定に該当

いたしますので，議長を飯野職務代理者と代わります。それでは退席

をいたします。よろしくお願いいたします。  

 

（染谷茂会長が退席）  

 

飯野職務代理者  それでは，議案第５号（その１）の審議に入ります。  

 議案説明を農政課に求めます。  

 農政課。  

 

農政課  それでは，ご説明させていただきます。  

 計画番号第１番は，船戸に在住の農業者が船戸の畑１筆，面積２，

６８８㎡に新規で賃貸借権を設定するもので，設定期間は３年です。  

 なお，以上の計画要請の内容は，経営面積，従事日数など，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おります。  

 

飯野職務代理者  ご苦労さまでした。議案の説明がございました。  

 何か質問はございませんか。  

 どうぞ。  

 

岡田委員  岡田ですけれども，地目畑となっているんですけれども，

作付けの予定作物などは分かったら教えてもらいたいんですけれども。  

 

飯野職務代理者  農政課，分かりますか。  

 

農政課  麦や大豆を栽培する予定です。  
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飯野職務代理者  ほかに何かございますか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

飯野職務代理者  「なし」という声がございましたので，承認いたし

ます。  

 議案第５号（その１）を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

飯野職務代理者  挙手全員です。よって，本案は原案のとおり可決さ

れました。  

 次に，議案第５号（その２）の審議に入ります。  

 議案説明を農政課に求めます。  

 農政課。  

 

農政課  それでは，ご説明させていただきます。  

 計画番号第２番は，船戸に所在する農地所有適格法人が新利根の田

１筆，面積３，０６８㎡に新規で賃貸借権を設定するもので，設定期

間は５年です。  

 なお，以上の計画要請の内容は，経営面積・従事日数など，農業経

営基盤強化促進法第１８条第３号の各要件を満たしております。  

 

飯野職務代理者  ご苦労さまでした。議案の説明がございました。  

 何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

飯野職務代理者  「なし」という声がございましたので，承認いたし

ます。  

 議案第５号（その２）を採決いたします。  
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 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

飯野職務代理者  挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 染谷茂会長の除斥を解除いたします。  

 ここで議長を交代させていただきます。  

 

（染谷茂議長が着席）  

 

議長  次の審議に入ります。  

 議案第５号（その３）につきましては，村越委員が農業委員会等に

関する法律第３１条「議事参与の制限」の規定に該当しますので，除

斥を求めます。  

 

（村越委員が退席）  

 

議長  それでは，議案第５号（その３）の審議に入ります。  

 議案説明を農政課に求めます。  

 農政課。  

 

農政課  それでは，ご説明させていただきます。  

 計画番号第３番は，手賀に在住の農業者が水道橋の田１筆，手賀の

田２筆，合計面積５，９７１㎡に新規で賃貸借権を設定するもので，

設定期間は１０年です。  

 なお，以上の計画要請の内容は，経営面積・従事日数など，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おります。  

 

議長  ご苦労さまでした。議案の説明がございました。  

 何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  
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議長  「なし」という声がございましたので，承認いたします。  

 議案第５号（その３）を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 村越委員の除斥を解除いたします。  

 

（村越委員が着席）  

 

議長  次の審議に入ります。  

 議案第５号（その４）につきましては，橋本委員が農業委員会等に

関する法律第３１条「議事参与の制限」の規定に該当しますので，除

斥を求めます。  

 

（橋本委員が退席）  

 

議長  それでは，議案第５号（その４）の審議に入ります。  

 議案説明を農政課に求めます。  

 農政課。  

 

農政課  それでは，ご説明させていただきます。  

 計画番号第４番から５番は，農地中間管理事業の案件で，借受者は

千葉県園芸協会です。千葉県園芸協会から賃借権の設定を受ける者は，

染井入新田に所在する農地所有適格法人が，大井の田２筆，染井入新

田の田２筆，合計面積９，２７２㎡に新規で賃貸借権を設定するもの

で，設定期間は６年です。  

 なお，以上の計画要請の内容は，経営面積・従事日数など，農業経

緯基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしております。  
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議長  ご苦労さまでした。議案の説明がございました。  

 何か質問はございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，承認いたします。  

 議案５号（その４）を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 橋本委員の除斥を解除いたします。  

 

（橋本委員が着席）  

 

議長  次に，議案第５号（その５）の審議に入ります。  

 議案説明を農政課に求めます。  

 農政課。  

 

農政課  計画番号第６番は，東京都に所在する農業法人が船戸の畑６

筆，合計面積３，８３２㎡に新規で賃貸借権を設定するもので，設定

期間は３年です。  

 計画番号第７番は，布瀬に所在する農地所有適格法人が戸張新田の

田５筆，合計面積６，７５２．２６㎡に継続して賃貸借権を設定する

もので，設定期間は６年です。  

 計画番号第８番は，印西市に在住の農業者が柳戸の田１筆面積３５

４㎡に新規で賃貸借権を設定するもので，設定期間は３年です。  

 計画番号第９番から第１０番は，布施に在住の農業者が新利根の田

４筆，合計面積７，６６４㎡に新規で賃貸借権を設定するもので，設

定期間は３年です。  

 計画番号第１１番は，布施に在住の農業者が布施の畑３筆，合計面
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積２，９０２㎡に新規で賃貸借権を設定するもので，設定期間は１０

年です。  

 計画番号第１２番は，布瀬に在住の農業者が千間橋の田１筆，布瀬

の田５筆，合計面積１３，４４３㎡に新規で賃貸借権を設定するもの

で，設定期間は１０年です。  

 計画番号第１３番から第１４番は，農地中間管理事業の案件で，借

受者は千葉県園芸協会です。千葉県園芸協会から賃借権の設定を受け

る者は，布施に所在する農地所有適格法人が，弁天下の畑１筆，布施

の畑３筆，合計面積４，９８１㎡に新規で使用貸借権を設定するもの

で，設定期間は１０年です。  

 計画番号第１５番から第１８番は，農地中間管理事業の案件で，借

受者は千葉県園芸協会です。千葉県園芸協会から賃借権の設定を受け

る者は，花野井に在住の農業者が，花野井の畑２筆，船戸山高野の畑

１０筆，新利根の畑１筆，合計面積１１，６２７㎡に新規で賃貸借権

を設定するもので，設定期間は５年または１０年です。  

 なお，以上の計画要請の内容は，経営面積・従事日数など，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おります。  

 

議長  ご苦労さまでした。議案の説明がございました。  

 何か質問はございませんか。  

 どうぞ。  

 

酒巻委員  ●●の借受者の会社はどういうものを作るのか。  

 

農政課  こちらの農業法人に関しましては，ジャガイモやサツマイモ，

ニンジン，タマネギ，ナスを作付けるということになります。  

 

酒巻委員  その出荷先なんかはどうなっているんでしょうか。  

 

農政課  病院や社員食堂，大学の食堂に出荷していると聞いています。  

 

 

議長  そのほかございませんか。  
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（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，承認いたします。  

 議案第５（その５）を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手）  

 

議長  挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 それでは，議案第５号が終了しましたので，農政課の方は退席され

て結構です。ご苦労さまでした。  

 

（農政課職員退席）  

 

議長  次の議案に入ります。  

 議案第６号「農地法第３条第２項第５号に係る別段の面積につい

て」を議題といたします。  

 総括説明を事務局に求めます。  

 事務局。  

（議長の指名で事務局が総括説明）  

 

議長  それでは，審議に入ります。  

 議案説明を村越農地部長に求めます。  

 村越農地部長。  

 

農地部長  それでは，議案第６号「農地法第３条第２項第５号に係る

別段の面積について」ご説明いたします。  

 配付資料は４部，Ａ４縦が１部，Ａ４横が３部，それぞれ右肩に資

料番号を表記してあります。  

 それでは，資料１，Ａ４縦の資料，別段の面積の設定について。  

 １（趣旨）  農地法第３条により農地を取得しようとする者の最小
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限の耕作面積ですが，千葉県を含む各都府県では原則５０ａと定めて

います。しかしながら，農地法において，一定の条件下では，市町村

単位で独自のの面積を定めることができるとされています。  

 ２（目的）  下限面積を５０ａから変更する目的ですが，地域の平

均的な経営面積に合わせる，また耕作放棄地が多い自治体については，

下限面積を低く設定することにより，新規就農の参入要件を緩和し，

遊休化している農地の解消を図ろうとするものです。その指標ですが，

集積の状況は市内農家の経営規模，また耕作放棄地の多寡をもって，

下限面積変更の必要性を判断することが，農地法施行規則に定められ

ております。  

 ３（基準）  第一の指標である市内農家の経営規模ですが，仮に下

限面積を４０ａに設定したい場合，経営規模４０ａ未満の農家が全体

の４０％以上なければ，つまり小規模経営農家が４割合以上，集積の

余地があると判断されなければ，下限面積を変更することはできませ

ん。  

 資料２をご覧ください。５年ごとの調査である農林業センサスの最

新値，２０１５年データによれば，５０ａ未満の農家数は市内全体の

農家数の１５．８６％に過ぎず，４０％に達しておりません。  

 資料３をご覧ください。こちらは毎年更新している農家基本台帳の

データですが，昨年初めて５０ａ未満の農家数が全体の４６．３％と，

４０％を超える結果になりました。  

 なお，さきにご覧いただいた農林業センサスは３０ａ未満の農家を

対象としていないため，後にご覧いただいた農家基本台帳と数字に差

が生じております。２０１５年には４０％に達していなかった５０ａ

未満の農家数が２０２０年には４０％を超えていることから，農地法

施行規則の基準に照らして，市内では集積の進んでいるとは言えない

傾向にあると言えます。  

 資料１に戻っていただいて，裏面，第二の指標である耕作放棄地の

多寡ですが，柏市内の耕作放棄地が多いか少ないかの基準を千葉県全

体で耕作放棄地が占める割合と比較して判断いたします。  

 資料４をご覧ください。まず，上段，農林業センサス，直近２０１

５年のデータによれば，柏市内の耕作放棄地は６，１８０ａで，全体

の３．３７％，これに対して千葉県の耕作放棄地比率は全体の６．６
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６％と柏市は県全体と比較して耕作放棄地が少ないと判断できます。

また，中段，毎年調査を行っている利用状況調査のデータですが，直

近の値では，耕作放棄地の面積が６，０７１ａとなり，センサスで見

た６，１８０ａよりも少ないことから，やはり県と比較して柏市の耕

作放棄地は少ないと判断できます。  

 資料１に戻っていただいて，（３）他市における下限面積の動向で

すが，東葛管内，ほとんどの他市が下限面積を原則として５０ａに設

定しています。  

 ４（結論）  以上により，法律で決められた下限面積を変更するこ

とができる基準，農家の経営規模については昨年初めて規定値を超え

る数値となりましたが，一方の耕作放棄地の多寡についてはなお規定

値に達しておらず，また近隣市の状況，次年度には最新の農林業セン

サスの結果が公表されること等を総合的に踏まえ，令和３年度におい

ても，柏市の下限面積，別段の面積は引き続き５０ａが妥当と判断す

るものです。  

 以上で，説明を終わります。  

 

議長  議案の説明がございました。  

 何か質問ございませんか。  

 

橋本委員  補足させていただきます。  

 今回の面接調査等，農地部会のほうでも発言させてもらいました。

新規就農者の柏市の支援はどうなっているのかというか，その辺の質

問と，あとこの５０ａ要件の件に関して幾つかありましたので，柏市

としても農政課等で新規就農者支援として，年間１５０万円，最長６

年の国の事業を使った支援をしている事業があります。その辺を踏ま

えても５０ａ妥当じゃないかと。あまり小さくしても農地集積が進ま

ないということがありますので，５０ａが妥当なんじゃないかと思っ

ています。  

 あともう一つ，今後国のほうも農業生産法人化を進めていますし，

新規就農者としていきなり全ての農地を所有して就農するということ

だけではなく，柏市にも幾つもの農業生産法人がありますので，そこ

に就職するという形で本当の意味で若い人が農業を志す上では，農業
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をやりたいというのであるならば，その選択の一つとして農業生産法

人に就職するという形もあります。その辺を全く新規就農者支援をし

ていないとかそういうことではなくて，支援事業もありますし，農業

生産法人を育てていって，そこで雇用が生まれることによって，柏市

全体の耕作放棄地も減るということにつながりますので，実際，知り

合いの中では茨城の●●さんとか，あと有名な●●さんとか，農業生

産法人のほうで育てて，それから新規就農者，農地を誘致したりして

独立支援をしている組織もたくさんあります。  

 うちのほうの農業生産法人としても，今現に，農業大学校から卒業

した２０歳の子がうちのほうで就職しまして，ゆくゆくは個人で独立

することを希望して，就職して頑張ってやっている子もいますので，

その辺ご留意よろしくお願いします。  

 

議長  そのほか，ございませんか。  

 なければ，私のほうからも一言，いろいろ説明がありましたように，

他市では新規就農者，間口を広げようということでこの下限面積を５

０ａから下げているところもあります。ただ，これは農業をした場合，

その新規就農者は２０ａ，３０ａで経営が成り立つのかということに

なるんです。じゃ，５０ａだったら大丈夫なのかということも大事で

すけれども，やはりそういうやりたい人に，またいろいろ遊休農地も

あるし，５０ａというものは妥当じゃないかと思います。  

 そしてまた，そういう新規就農者，希望者があったら，快く受け入

れて，農業委員会の皆さん，委員の皆さん，また推進委員の皆さんが，

希望者を育てていく，そして強い経営体を育てる，またプロの農家を

育てる。そういうことも皆さんの力で応援していただければと思いま

す。  

 本当に，自分でこうやって見て歩いても，結構作付されていない農

地もあるんです。実際に５０ａで始めたいといったときに集まらない

ということはないと思うんです。そういう点を踏まえて，柏市として

はこの下限面積を現状５０ａでいいんじゃないかなと思います。  

 またほかに何か意見あればどうぞ。  

 

岡田委員  岡田ですけれども，今，会長の話は分かるんですけれども，
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例えば，自分のことであれなんですが，自分は全部市街化なんです。

生産緑地受けているんですけれども，今後，例えば松戸市みたいに市

街化区域１０ａとかという下限要件がついています。市街化区域内農

地についてその辺の考えはないんでしょうか。  

 

議長  確かに，市街化区域の中でという，これは面積大変だと思うん

です。ただ，じゃ新規就農者が市街化区域の中じゃなくてはいけない

のかと，ないんです。  

 

岡田委員  それは新規就農者だけじゃなくて，例えば自分が５０ａ切

ってしまったとき，農家じゃないと言われてしまうわけなんです。  

 

議長  いや，そういうことではないと思います。  

 ５０ａ切っても農家は農家で，ただ，新たに農地を借りるか，買う

かと言ったときに，その５０ａの要件というのは必要になってきます。  

 

橋本委員  借りるのは借りられると思います。ただ，農地取得するの

にも，取得する下限面積というのは，その下限面積が５０ａというこ

とです。  

農家であることに変わりはないです。  

 

岡田委員  となると，そこら辺も考えてもらって，市街化区域内だけ

は３０ａとかというのはないでしょうか。  

 

農地部長  岡田さん言うのも分かるんですけれども，一応これは，こ

の下限面積の目的というのは，新規就農者，もし新規就農者がその面

積で５０ａ以下ではちょっと経営するのが大変というか，５０ａない

と，農家で食べていくのはできないんじゃないかという意味もありま

すんで，一応５０ａということで，農地部会でもそういう話になった

んですけれども。  

 

議長  よろしいですか。  
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岡田委員  はい。  

 

議長  どうぞ。  

 

浜島委員  これで新規就農者のその後の要するに経営状態なんか，ち

ょっと把握しているのか。例えば厳しくなったとか，その補助金だけ

では足りないとか，何かいろいろそういうことは聞いていないですか。  

 

議長  はい，事務局。  

 どうぞ。  

 

事務局  事務局です。  

 今の浜島委員のお話ですけれども，どこまでというのはありますけ

れども，過去１０年ぐらい遡って新規就農者になられた方で，残念な

がらリタイアした方というのは１人ぐらいしかいないんです。柏市の

場合には，確かに５反要件というのは，最初始める方にとっては，ハ

ードルは高いのかもしれませんが，里親制度ですとか，今橋本委員か

らお話ありました法人の中で育ててしっかりと，農地を取得するとい

うことだけじゃなくて，農業技術を習得する，そして販路をきちんと

導いてあげる。そういったトータル的なケアがある程度システム化さ

れているんじゃないかというふうに思います。  

 そういった中で，最初の５反要件というのは確かに厳しいのかもし

れませんが，柏市の中では今現在新規就農したけれども，駄目だった

というような方はいらっしゃらないというのが今も現状としてはあり

ます。  

 

浜島委員  それによっては，本当にやりがい的なことだと思うんです

けれども，今後とも，うちなんかも微々たるあれですけれども，多少

なりとも力になれれば助けてあげたいと思います。  

 

議長  はい。  

 

事務局  今浜島委員おっしゃられたとおり，新しく何の職業でもそう
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だと思いますが，新しく始める方というのは，未熟な部分が多いと思

います。そういったところで，農業委員さんや推進委員さんが近くの，

ご自分の近くで就農された方については里親制度とか，そういった方

もいらっしゃるかと思いますが，近くにそういった新規就農者の方が

いらっしゃったらぜひ声をかけていただいて，これからもいろいろな

形でサポートしていただけたらと思いますので，よろしくお願いいた

します。  

 

議長  そのほか，ございませんか。  

 

（「なし」の声あり）  

 

議長  「なし」という声がございましたので，承認いたします。  

 議案第６号を採決いたします。  

 本案を原案のとおり賛成する農業委員の方の挙手を願います。  

 

（挙手 ) 

 

議長  挙手全員であります。  

 よって，本案は原案のとおり可決されました。  

 以上をもちまして，本日の議案審議は全部終了いたしました。  

 次に，報告事項がございますので，一括して事務局に説明を求めま

す。  

 事務局。  

（議長の指名で事務局が報告事項について説明）  

 

議長  いずれも報告事項でございますので，ご了解を得たいと思いま

す。  

 ３月の予定を申し上げます。  

 ４日木曜日，５日，金曜日が調査会で，４日は午前９時から，５日

は午後１時から別館第５会議室でございます。担当は，農地第４調査

会です。  
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 ９日火曜日が総会で，午後２時から別館第５会議室でございます。  

 慎重審議，長時間にわたりありがとうございました。  

 以上をもちまして，第３１回柏市農業委員会総会を閉会いたします。  

 （午後３時５０分閉会）  


