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１ 開催日時  平成２６年１月２３日（木）午後４時００分から４時４８分 

まで 

 

２ 開催場所  栄町役場庁舎５階第２会議室 

 

３ 出席委員（１４名） 

会     長  １４番 芝野  茂 

会長職務代理者  １３番 伊藤 幸雄 

委     員   １番 糸川 昇一 

２番 岡戸 清志 

３番 大野 久男 

４番 野中 清一 

５番 大野 博 

６番 安西 操 

７番 芳澤 利夫 

８番 葛生 康雄 

９番 鈴木 利秀 

１０番 川上 重敏 

１１番 加藤 佳司 

１２番 麻生 新治 

 

４ 欠席委員なし   

              

５ 議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 会議書記の指名 

第３ 議事 

      議案第１号 農地法第３条許可申請について 

      議案第２号 市民農園の開設に伴う区域指定について 

      議案第３号 農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の認定について 

その他 

６ 農業委員会事務局職員 

 次長 上村 武    副主幹 山岡 秀夫 
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◎開会                         午後４時００分開会 

○議長（芝野 茂） ただ今より、平成２６年第１回栄町農業委員会総会を開会いた 

します。 

○議長（芝野 茂） 本日の委員１４名全員出席ですので、農業委員会等に関する法 

律第２１条第３項により、総会は成立しております。 

 

◎議事録署名人の指名 

○議長（芝野 茂） 議事日程第１の議事録署名委員の指名ですが、私から指名させ 

ていただいて異議ありませんか。 

 

（「異議なし。」の声多数） 

 

○議長（芝野 茂） それでは、８番 葛生 康雄委員、９番 鈴木 利秀委員にお 

    願いします。 

                                       

◎会議書記の指名 

○議長（芝野 茂） 議事日程第２の会議書記の指名を行います。本日の会議書記に 

は、農業委員会事務局職員の山岡氏を指名します。 

                                        

○議長（芝野 茂） それでは、議事に入ります。 

 

○議長（芝野 茂） 議案第１号 農地法第３条許可申請について、を議題とします。 

     整理番号１について事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（上村 武） 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 

農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 

     整理番号１ 権利は、所有権移転で無償です。農地の所在は、矢口字下竹 

岸の２筆で、地目は「畑」と矢口字大牧一番割の１筆で、地目は「田」で合 

計面積は７５５㎡です。譲渡人は横浜市保土ヶ谷区にお住まいの方で、譲受 

人は栄町矢口にお住まいの方です。 

本件は親族間の無償の所有権移転、いわゆる贈与を目的として農地法第 3 

条の申請をしたものです。 
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それでは整理番号１について、農地法第 3 条第 2 項各号の審査基準に適合 

するかどうか検討した結果をご説明します。 

権利を取得しようとする者の耕作の事業に必要な機械の所有状況、農業に 

従事する者の数等から見て「農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を 

行うと認められない場合」という同項第 1 号の【全部効率要件】及び、「必要 

な農作業に常時従事すると認められないこと」という同項第 4 号の【農作業 

常時従事要件】は問題ないと思われます。 

次に譲受人は法人ではなく個人なので、農業生産法人以外の法人の権利取 

得を制限する同項第 2 号及び第 3 号には該当しません。 

次に同項第 5 号の耕作面積制限ですが、譲受人の耕作面積は 50 アールを超 

えていますので問題ありません。 

次に本件は土地所有者が譲渡人なので同項第 6 号に規定する「所有権以外 

の権原に基づいて耕作の事業を行う者がその土地を貸し付け、または質入れ 

しようとする場合」には該当しません。 

最後に「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に支障を生ずるおそれがあると認められる 

場合」という同項第 7 号の【地域調和要件】ですが、譲受人は許可後田には 

水稲を作付けする計画であり、畑は家の隣りで露地野菜を栽培するとのこと 

なので問題ないと思われます。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（芝野 茂） 続いて担当委員の説明を求めます。糸川委員お願いします。 

 

○１番（糸川 昇一） ただ今現地を見てまいりましたが、特に問題はないと思いま 

す。 

 

○議長（芝野 茂） 現地調査を行っておりますので、３班現地調査の結果を報告願 

います。 

 

○３番（大野 久男） 事務局より説明がありましたとおり、親族間の贈与でござい 

ます。 

 また、譲受人につきましては、経営意欲もあり、経営の姿勢も良く問題は 

ないと思います。よろしくお願いします。 
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○議長（芝野 茂） 説明が終わりました。これより「質疑に入ります。発言のある 

方は挙手を願います。 

 

（発言なし。） 

 

○議長（芝野 茂） 発言がないようなので以上で質疑を打ち切り採決します。 

 議案第１号整理番号１を原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を求

めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

○議長（芝野 茂） 挙手全員 

よって議案第１号 整理番号１については許可することに決定しました。 

次に整理番号２について、を議題とするところですが、これは私に関係す 

る議案ですので、「農業委員会等に関する法律」第２４条議事参与の制限によ 

り、私は退席させていただき、会長職務代理者の伊藤委員に議長の職をお願 

いします。 

 

（芝野会長退室） 

 

（伊藤会長職務代理者議長席へ） 

 

○議長（伊藤 幸雄）芝野会長に代わり、議事を進行させていただきます。 

では改めて議案第１号整理番号２について 事務局の説明を求めます。 
 

○事務局次長（上村 武） 整理番号 2 についてご説明いたします。 

     権利については、有償の賃貸借で、農地の所在は、安食字大洲にある２筆 

で、地目は「田」、合計面積は、３，９６６㎡です。貸出人及び借受人は安食 

にお住まいの方ですが、貸付人は夫婦共有名義で農地を所有されております。 

    本件は兼業化により経営を縮小したいという方が規模拡大を目指す農家に 

貸し付けるという申請で、貸付期間は許可後１０年となっています。 

貸し付け人の欄が二人となっていますが、この二人は夫婦で、それぞれ持 
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分１／２で連名での申請となっています。 

それでは農地法第 3 条第 2 項各号の審査基準に適合するかどうか検討した 

結果をご説明します。 

権利を取得しようとする者の耕作の事業に必要な機械の所有状況、農業に 

従事する者の数等から見て「農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を 

行うと認められない場合」という同項第 1 号の【全部効率要件】及び、「必要 

な農作業に常時従事すると認められないこと」という同項第 4 号の【農作業 

常時従事要件】は問題ないと思われます。 

次に借受人は法人ではなく個人なので、農業生産法人以外の法人の権利取 

得を制限する同項第 2 号及び第 3 号には該当しません。 

次に同項第 5 号の耕作面積制限ですが、借受人の耕作面積は 50 アールを超 

えていますので問題ありません。 

次に本件は土地所有者が貸付人なので同項第 6 号に規定する「所有権以外 

の権原に基づいて耕作の事業を行う者がその土地を貸し付け、または質入れ 

しようとする場合」には該当しません。 

最後に「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に支障を生ずるおそれがあると認められる 

場合」という同項第 7 号の【地域調和要件】ですが、借受人は許可後水稲を 

作付けする計画ですので問題ないと思われます。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（伊藤 幸雄） 続いて現地調査を行っておりますので、３班現地調査の結果 

を報告願います。 

 

○３番（大野 久男） 現地を見てまいりましたが、現況も「田」であり、借受人が 

近くで耕作している田もありますので、問題は無いかと思います。 

 

○議長（伊藤 幸雄） 説明が終わりました。これより「質疑に入ります。 

発言のある方は挙手を願います。 

 

（発言なし。） 

 

○議長（伊藤 幸雄） 発言がないようなので以上で質疑を打ち切り採決します。 
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 議案第１号整理番号２を原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を求

めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

○議長（伊藤 幸雄） 挙手全員 

よって議案第１号 整理番号２については許可することに決定しました。 

以上で芝野会長に関係する議事が終了しましたので、議長を交代します。 

ご協力ありがとうございました。 

     事務局職員は芝野会長に入室を促してください。 

（伊藤会長職務代理者自席へ移動） 

 

（芝野会長議長席に着席） 

 

                                        

 

○議長（芝野 茂）次に議案第２号 市民農園の開設に伴う区域指定について、を議 

題とします。 

     議案第２号について事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（上村 武） 議案第２号 市民農園の開設に伴う区域指定について 

     市民農園整備促進法第４条第１項の規定により、市民農園として整備すべ 

き地域について別紙のとおり申請があったので、審議を求める。 

    ご存知のとおり農地の貸し借りについては、農地法により権利取得が一定 

以上の規模の農家に制限されているわけですが、一方で健康的でゆとりのあ 

る国民生活の確保を図るとともに、良好な都市環境の形成と農村地域の振興 

を図るためいわゆる「市民農園」の需要もあり、平成２年に市民農園整備促 

進法が制定されております。今回栄町で新たに市民農園の整備を図るためそ 

の区域決定について農業委員会の意見を求められたものであります。 

     詳細につきましては、町産業課から担当者が出席しておりますので説明を 

お願いします。 

 

○産業課副主幹（山田 英明）ただ今、事務局より説明がございましたが、現在 
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町では麻生地区で市民農園の整備を計画しております。 

     農業委員会に審議をお願いする理由としましては、市民農園整備促進法第 

４条第１項及び千葉県市民農園の整備に関する事務取扱要領に基づきまして、 

所管農業委員会の協議及び承認を得ることになっておりますので、今回上程 

させていただきました。 

 では、お手元の資料に沿いまして、説明させていただきます。 

 市民農園の場所は、栄町麻生字柳作にある５筆の農地で、登記簿上の地目 

は「畑」で合計面積４，３５７㎡です。 

 町の考え方は、ただ単に農地として貸し出すものではなく、福祉及び教育 

の分野の協力をいただき、多くの方が交流していただけることを目的に整備 

しています。 

 なお、今回の議案上程の前に、関係機関と調整を行っており、成田土地改 

良区、町建設課及び産業課、まちづくり課、成田警察署、栄町麻生区より、 

市民農園開設に特に問題が無いことについての了承をいただいております。 

 本日、農業委員会から許可をいただければ、千葉県へ区域指定の書面を提 

出したいと考えております。 

 県から区域指定後、市民農園の運営についての手続が必要となりますので、 

その際には再度農業委員会に諮らせていただきたいと考えています。 

 

○事務局次長（上村 武） お手元に市民農園整備促進法の資料をお配りしておりま 

すので、２ページの第４条のアンダーラインを引いてある部分をご覧くださ 

い。第４条第１項の規定で「農業委員会の決定を経て、当該市町村の区域と 

して指定する」とあり、今回の審議になったものです。 

 審査のポイントは、同法第４条第１項第１号から第３号の各規定により審 

査することになっております。 

 

○議長（芝野 茂） 続いて現地調査を行っていますので、３班現地調査の結果を報 

告願います。 

 

○３番（大野 久男） 地図をご覧になっていただければお判りのとおり、周りには 

山林が広がっており、周辺の農地に影響を及ぼす恐れはありません。 

また、町民の農業理解を深めるためにも必要かと考えます。 
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○議長（芝野 茂） 説明が終わりました。これより「質疑に入ります。発言のある 

方は挙手を願います。 

 

（発言なし。） 

 

○議長（芝野 茂） 発言がないようなので以上で質疑を打ち切り採決します。 

議案第２号を原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

○議長（芝野 茂） 挙手全員 

よって議案第２号については許可相当の意見を付して回答することに決定 

しました。 

 

                                        

 

○議長（芝野 茂）次に議案第３号 農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の認定に 

ついて、を議題とします。 

     議案第３号について事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（上村 武） 議案第３号 農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の認 

定について 

    農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の認定についてご説明します。 

農業委員会委員選挙人名簿登載申請書は、毎年町の選挙管理委員会が作成 

する選挙人名簿の資料となるものであります。 

この申請書については「農業委員会等に関する法律」及び施行令で「農業 

委員会は、申請書を受理したときは 1 月 31 日までに、当該申請書に記載され 

ている事項について意見を付して選挙管理委員会に提出しなければならな 

い。」と規定されています。 

つまり、「選挙権あり」と「選挙権なし」、さらに「なし」の場合はその理 

由を付して選挙管理委員会に送付することになります。 

ここで、選挙権の資格要件についてご説明します。 

1 月 1 日現在町内に住所を有していて、農業経営を 10 アール以上行ってい 
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る農業経営者、及びその経営者と同居している親族のなかで、年間 60 日以上 

耕作を行っている方が選挙権を有することになります。 

なお年齢制限ですが、今年 4 月 1 日現在において 20 歳未満の方は失格とな 

ります。 

それではこれより選挙人名簿登載申請書を配布いたしますので、内容確認 

をお願いします。 

 

    （各委員が選挙人名簿登載申請書の審査を行う） 

 

○議長（芝野 茂） これより質疑に入ります。発言のある方は挙手を願います。 

 

（「異議なし」の声） 

 

○議長（芝野 茂） 「異議なし」の声がありましたので、以上で質疑を打ち切り採 

決します。 

 

 

○議長（芝野 茂） 議案第３号 農業委員会委員選挙人名簿登載申請書について、

原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

○議長（芝野 茂） 挙手全員 

よって、議案第３号 農業委員会選挙人名簿登載申請書については、認定 

されました。 

 

                                        

 

○議長（芝野 茂） 以上で本日の議案の審議はすべて終了しました。この際その他 

の件について、委員からご発言があれば挙手をお願いします。 

 

（発言なし。） 
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○議長（芝野 茂） それでは以上をもちまして平成２５年第１３回総会を閉会しま 

す。 

                                        

                            午後４時４８分閉会 


