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１ 開催日時  平成２６年２月２０日（木）午後４時０１分から５時１５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 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認

について 

議案第３号 市民農園の開設決定について 

      報告第１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２号 地目変更登記に係る照会に対する回答について 
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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 

 

                                       

◎開会                        午後４時０１分開会 

○議長（芝野 茂） ただ今より、平成２６年第２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、１０番 川上 重敏委員、１１番 加藤 佳司委員 

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、所有権移転で有償です。農地の所在は、龍角寺字台 
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内で、地目は「畑」で、面積は１０１１㎡です。譲渡人、譲渡人共に栄町龍 

角寺にお住まいの方です。 

本件は売買による所有権移転を目的として農地法第３条の申請をしたもの 

です。 

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、露地 

野菜を作付けする計画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。大野博委員お願いします。 

 

○１番（大野 博） 整理番号１について説明します。事務局から説明がありました 

が、譲渡人の家は世代交代があり、畑の栽培や管理が困難になり、耕作を放 

棄してかなり荒れた状態となってしまい、農業委員会で耕作して貰いたい旨、 

話し合ってまいりました。譲渡人の隣家に話を持って行ったところ、そう言 

う事ならと引き受けてもよいとのことでありました。譲受人は、農機械など 

を所有して耕作を行っておりますので、事務局が説明したとおり、経営規模 

等問題はないかと思います。 
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以上このような経緯があり申請書を提出したものです。 

よろしく議審議をお願いします。 

 

○議長（芝野 茂） 現地調査を行っておりますので、１班現地調査の結果を報告願 

います。 

 

○１４番（伊藤 幸雄） 現地調査の結果、特に問題はなく、きれいになっており 

ました。いつでも作付けできる状態となっておりましたので、問題はないか 

と思います。 

 

○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、を議題とします。 

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、有償の所有権移転です。 

農地の所在は、麻生字大山にある２筆と麻生字六ツ井にある２筆の４筆で、 

地目は全て「田」、合計面積は３，０００㎡です。 

譲受人は麻生にお住まいの方です。譲渡人はさいたま市にお住まいの方で 

す。 

    本件は相続により農地を取得した方がそれらの農地を地元の規模拡大を目 
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指す農家に売り渡すという申請です。 

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（芝野 茂） 続いて担当委員の説明を求めます。麻生委員お願いします。 

 

○１２番（麻生委員） 長年、譲受人が賃貸契約を結んで耕作を引き受けておりまし 

た。昨年譲渡人の母親が亡くなり、譲渡人本人もさいたま市に住んでおりま 

すので、麻生の実家には戻ってくる事はないだろうし、田を所有していても 

しょうがないだろうということで、長年耕作していた譲受人に売却すること 

になりました。譲受人は、意欲的に規模拡大を行っておりますので、間違い 

はないであろうと思います。 

 

○議長（芝野 茂） 続いて現地調査を行っておりますので、１班現地調査の結果を 

報告願います。 
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○１４番（伊藤 幸雄） 実際、耕作しており、きれいに整備してありますので、問 

題はありません。 

 

○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（芝野 茂） 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。

次に整理番号３について、を議題とします。 

整理番号３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３についてご説明いたします。 

権利は、有料の賃貸借です。 

農地の所在は、須賀字下割の１筆と北辺田字上ノ池の１筆、北辺田字古新 

田の１筆、北辺田字下埜の１筆の計４筆で、地目は全て「田」で、合計面積 

は９，４１１㎡です。 

    本件は、兼業化により経営の縮小を図りたい農家が規模拡大を目指す農家 

に貸し付けるという申請です。 

なお、契約期間は５年、貸借料は１０アールあたり玄米２俵となっていま 

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 
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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（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） 借受人は、最近耕作を頑張っていて、規模拡大を図っており 

ますので、問題はないかと思います。 

 

○議長（芝野 茂） 続いて現地調査を行っておりますので、１班現地調査の結果を 

報告願います。 

 

○１４番（伊藤 幸雄） 現状田んぼとして、耕作しておりますので、特に問題はな 

いかと思います。 

 

○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。 



 8 

 議案第１号整理番号３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３については許可することに決定しました。 

 

                                        

 

○議長（芝野 茂）次に議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積 

計画の承認について、を議題とします。 

     議案第２号整理番号１から５については関連する案件なので一括して事務 

局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（上村 武） 議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用 

集積計画の承認について 

     農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記農用地利用集 

積計画の決定について意見を求める。 

     整理番号１から５については、権利種別が使用賃借権の設定です。 

また、借受人が同じであるため一括してご説明いたします。 

整理番号１ 農地の所在は、興津字水海道にある 3 筆です。地目は全て「畑」 

で、農振区分は、「農用内」で、合計面積は、１，４５６㎡です。  

借受人は、成田市に本拠を置く、農業生産法人で以下整理番号５まで全て 

同じです。貸付人は、整理番号１と３は、北辺田に住まいの方で、整理番号 

２と４・５は、興津にお住まいの方で５名の方となっております。 

貸借期間については、許可後１０年となっております。 

１０ａあたりの賃料は発生しません。無償での貸し借りですので、使用貸 

借権の設定です。 

 次に、整理番号２の農地の所在は興津字水海道で、地目は「畑」で、農振 

区分は「農用内」、面積は１，８１８㎡です。 

 整理番号３の農地の所在は、興津字水海道の６筆の農地で、地目は全て「畑」 

で、農振区分も「農用内」、合計面積は３，８５１㎡です。 
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整理番号４の農地の所在は興津字水海道で、地目は「畑」で、農振区分は 

「農用内」、面積は６２４㎡です。 

整理番号５の農地の所在は興津字水海道で、地目は「畑」で、農振区分は 

「農用内」、面積は４２３㎡です。 

 整理番号１から５まで１２筆で、合計面積は８，１７２㎡です。 

 本件農地は北辺田・興津の集落に隣接した台地上にある畑で、全て地続き 

の一団の農地であります。 

 この一帯は遊休農地が多く、実際今回の申請地もその大部分が何年も耕作

されていませんでした。 

町産業課や農業委員会としてもこれら遊休農地の解消に取り組んでおりま 

したが、このたび成田市で果樹栽培を主に行っている法人が農地の再生に名 

乗りを上げたため土地の所有者に紹介したところ農地の貸借契約を結ぶこと 

で合意が得られたため今回の申請となったものであります。 

契約内容は貸借料の発生しない「使用貸借権の設定」となっています。な 

お貸借期間は 10 年間で栽培作物はブルーベリーです。 

     借受人は法人であり、その形態は株式会社であります。ご存知のとおり法 

人が農地を借り受ける場合、基本的には農地法第 2 条で規定する農業生産法 

人の要件に該当する必要があります。 

今回の申請にあたってこの法人が農業産法人にあたるかどうか調べた結果、 

【法人形態要件】【事業要件】【構成員要件】【議決権要件】【業務執行権要件】 

とも適格であると認められました。またこの法人はその設立過程において千 

葉県農業会議の指導・助言を受けており、農業会議担当者からも問題の無い 

法人であることを確認しております。 

     なお整理番号 1 及び整理番号 3 については登記上の所有者が死亡しており 

ますが、相続関係図や戸籍等からそれぞれの貸付け人に権利があることを確 

認しております。 

借受人である法人は、栄町で取得する農地は初めてですが、先に述べた事

業形態や実情から、今回の利用集積計画は、町で定める「農業経営基盤の強

化の促進に関する基本的な構想」に適合すると思われます。 

 また借受人の耕作状況、農機具の所有状況、農作業に従事する者の数等か

ら見て、農業経営基盤強化促進法第 18 条第 3 項に規定する「農用地のすべ

てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。」という【全部効

率要件】及び、「耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められるこ
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と。」という【農作業常時従事要件】は満たしていると思われます。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（芝野 茂） 説明が終わりました。現地調査を行っておりますので、１班現 

地調査の結果を報告願います。 

 

○１４番（伊藤 幸雄） 既にこの農地にて、先行してブルーベリーの苗木の作付け 

が行なわれていますが、移植する時期が決まっている作物ですので、承認前 

ではありますが、 耕作放棄地で荒れていたものが除草や、伐木等を行いきれ 

いに耕されていて、良く整備された畑の状態となっていますので、仕方がな 

いかと思います。また、有機堆肥を入れて積極的に農作業を行っていますし、 

この農地の周りへの環境も良くなっております。 

 

○事務局次長（上村 武） 伊藤委員の説明を補足させていただきます。現地はすで 

に除草や整地作業が終わり苗木を植え付けているところであります。これは 

苗木の植え付けが春までに終わらないとその後の生育に支障が出るので許可 

前に作業をしたいとの申し出があり産業課と協議した結果、初めて町に進出 

してくる法人の営農意欲と技量を図るよい機会であること、遊休農地の早期 

解消につながること、仮に申請が許可にならなくとも異議申し立てはしない 

と言っていることなどから了承したものであります。 

 

○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。 

 

○議長（芝野 茂） 何年契約で、賃借料はいくらですか。 

 

○事務局次長（上村 武） １０年間で、賃借料は無料です。貸付人の皆さんは、こ 

の条件で、ご納得されました。 

 

○議長（芝野 茂） この先、トラブルになるようなことは無いのでしょうか。 

 

○事務局次長（上村 武） このような事案で、トラブルの原因となるのは、農地を 

返す、返さないと言う事で、この基盤強化促進法による契約は、１０年後に 
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は必ず返さなければなりません。返した時に問題となるのが、土地の境界が 

判らなくなってしまうことです。実際、この地区で過去に別の農業法人が行 

った時にトラブルになった事を聞いております。 

 今回はその事がありましたので、土地所有者の５名の方と、法人代表者と 

が地区の集会所に集まっていただき、話し合いを行っていただき、その後に 

現地で境界の立ち合いを行っていただき、所有者同士で境界の取決めを行っ 

ていただきました。ただし、町はこの立会には係わっておりません。 

     つまり、正式な測量等は行っておりませんが、返す時の事を考えて境界を 

決めてあるということです。 

 

○８番（葛生 康雄） 今回契約を行いましたが、この規模で終わっていしまうのか、 

規模を拡大して行くのでしょうか。今後の展開があるのかどうか。 

 

○事務局次長（上村 武） この法人の代表者の考えでは規模をもっと拡大したい。 

と言っておりますし、当初から数ｈａ位で耕作を行いたいと言っておりまし 

た。 

     ただ、時間的な制限があり、借りる面積が大きくなると所有者の方が多く 

なり承諾が得られない(契約できない)所が虫食いのようになってしまって耕 

作しにくい状況になってしまうことが考えられることから、一団の農地とな 

っているところを今回選定いたしました。 

法人からは、まだまだ不足であると催促されております。 

      

○８番（葛生 康雄） 今後拡大して行くと、地権者にはいろんな方がおられますの 

で、虫食い状態になってしまう事もあると思いますが、その場合は行わない 

と言う事もあるのでしょうか。 

 

○事務局次長（上村 武） 法人は、ブルーベリー以外にも、パブリカの栽培や、観 

光農園、ヤギなどを放牧してふれあいなどの事業を計画しており、栄町がと 

ても気に入っている様子です。また、栄町での事業が軌道に乗れば法人の本 

拠地を栄町に移したいと考えているそうです。 

 

○８番（葛生 康雄） 資料を見ますと、この法人は、成田市で約１４，０００㎡程 

耕作しているようですが、どのような場所で何を行ってるのですか。 
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○事務局次長（上村 武） 成田空港近くの畑で、ブルーベリーを何種類か作付け、 

時期をずらしたりなどして耕作していました。 

 

○８番（葛生 康雄） なぜ、この様な質問をしたかと言うと、この地区で他の法人 

が一回失敗をした経緯があるのでしました。始まったはいいが、また虫食い 

状態になってしまうと、また同じ状態（耕作放棄地）なってしまうと大変困 

るので、先行きが見える話しであれば良いのですが、その辺は十分行政が、 

担保して見ていただければ良いのですが．．．。 

 

○事務局次長（上村 武） 行政は担保できません。法人である限り、倒産すれば撤 

退することになります。その様にならないよう、方策を練っておく必要があ 

ります。 

 

○８番（葛生 康雄） 耕作放棄地が蘇ったことは大変喜ばしい事ですが、途中で放 

り投げられては、困りますので行政で指導を行っていただきたい。 

 

○事務局次長（上村 武） 他の農業生産法人と同様に、毎年法人から報告義務があ 

り、決算書や業務内容の報告をしていただき、農業生産法人として問題が無 

ければ、引き続き事業を継続していただき、問題があれば指導を行っていき 

ます。 

もし、指導に従わない場合は、農業生産法人の資格の取消しを行います。 

 

○議長（芝野 茂） その法人は、従業員何人ぐらいの会社ですか。 

 

○事務局次長（上村 武） 代表者の方とその奥さんの二人だけですが、パート従業 

員などを雇っています。その一人がこの農地の現場監督人として、良く現場 

に居ります。 

 

○議長（芝野 茂） １０年間借りてしまったから何をやっても大丈夫だと思ってい 

ると、大変なことになってしまうのではと危惧します。 

 

○事務局次長（上村 武） 農業に関係する以外の事はできません。その為に定期的 
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な巡回は実施します。 

 

○８番（葛生 康雄） この法人は、自作地は全く持っていないのでしょうか。 

 

○事務局次長（上村 武） 先程説明しましたが、成田市で約１４，０００㎡程 

    全作借りて耕作しております。 

 

○２番（岡戸 清志）成田市では、何年くらい耕作しているのですか。 

 

○事務局次長（上村 武） まだ数年というところです。 

 

○議長（芝野 茂） この地域で事業展開して行くと言う事ですが、雇用などはどう 

ですか。 

 

○事務局次長（上村 武） ブルーベリーなので、機械化はそれ程でなく摘み取りな 

ど人の手で行いますので、雇用の促進に今後繋がっていくのではと考えます。 

     また、北辺田小学校の跡地利用として、この会社が名乗りを上げており、 

校舎で加工等の作業を行いたいと言っております。また、従業員宿舎として 

も利用したいと言っており地元に根付いた企業となりたいと言っています。 

     町としても産業の活性化として、特産品の生産、遊休農地の解消、雇用の 

創設などを考えています。 

 

○議長（芝野 茂） 他に、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号整理番号１を原案のとおり承認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 整理番号１については原案のとおり承認することに決 

定しました。 

次に議案第２号整理番号２を原案のとおり承認することに賛成の方の挙手 

を求めます。 
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（賛成者挙手） 

 

○議長（芝野 茂） 挙手全員 

よって議案第２号 整理番号２については原案のとおり承認することに決 

定しました。 

次に議案第２号整理番号３を原案のとおり承認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 整理番号３については原案のとおり承認することに決 

定しました。 

次に議案第２号整理番号４を原案のとおり承認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 整理番号４ついては原案のとおり承認することに決 

定しました。 

次に議案第２号整理番号５を原案のとおり承認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 整理番号５については原案のとおり承認することに決 

定しました。 

                                        

 

○議長（芝野 茂）次に議案第３号 市民農園の開設に伴う区域指定について、を議 
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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 市民農園の開設決定について 

     市民農園整備促進法第７条第３項の規定により、市民農園の開設につき審 

議を求める。 

    本年１月の農業委員会総会において市民農園区域を決定していただいたと 

ころですが、今回はその地域内において市民農園を実際に開設する計画を千 

葉県と協議するにあたり、町から農業委員会の意見を求められたものであり 

ます。 

市民農園の場所は、栄町麻生字柳作にある６筆の農地で、登記簿上の地目 

は「畑」ですが、現況は「雑種地」となっております。合計面積４，３５７ 

㎡です。 

 本年度町で市民農園を開設することで、千葉県に書類提出及び事前協議は 

実施済みであり、千葉県から特に問題は無いとのことで、間もなく許可が下 

りる予定です。 

 今年度開設するに当たり再度農業委員会の決定が必要となったものです。 

質問等がありましたら、町産業課から担当者が出席しておりますので説 

明をさせます。 

 

○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。 

 

○議長（芝野 茂） 利用対象者は栄町の在住の方ですか。 

 

○産業課副主幹（山田 英明） まだ明確に決めておりませんが、今回 30 区画を貸し 

出す訳ですが、申込者が多い場合は抽選を行ない町内在住者が優先である条 

件を付す予定です。 

 町の方々が交流していただくことが大きな目的である事を掲げております 

ので、目標に沿うよう募集を図る所存です。 

 

○議長（芝野 茂） 質問が特に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３号を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 
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（賛成者挙手） 

 

○議長（芝野 茂） 挙手全員 

よって議案第３号については原案のとおり決定しました。 

 

                                        

 

○議長（芝野 茂）次に報告第１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。 

     報告第１号について事務局の説明を求めます。 

 

○事務次局長（上村 武） 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知に 

ついて 

 次のとおり通知があったことを報告します。 

 整理番号１ 農地の所在は、麻生字上谷田川の３筆で、地目は全て「田」 

農振地域は「農用内」、合計面積は、２，６７６㎡です。貸付人は、栄町麻生 

にお住まいの方で、借受人は、栄町須賀にお住まいの方です。 

 解約申入日及び解約成立日は、平成２６年１月３０日で、土地引渡日及び

解約通知日は平成２６年１月３１日です。解約形態及び解約事由は、 

合意解約です。 

     本件は平成２２年に農地法第 3 条第 1 項の規定による許可を取り、農地の 

    貸し借りを行っていたものですが、このたび貸し人と借り人双方合意のうえ 

    解約し、その旨を書面で農業委員会に通知してきたものであります。 

     農地法で許可を取って始めた貸し借りはこのように両者の名前で農業委員 

会に通知しなければ解約したことになりませんので注意が必要です。 

ちなみに農業経営基盤強化促進法で契約した貸し借りは期間満了の際に 

更新の手続きを取らなければ、元の所有者に耕作権が戻ることになります。 

     以上で説明を終わります。 

 

○議長（芝野 茂） 説明が終わりました。この案件は事務局長専決により処理さ 

   れたものなので、報告だけで採決はしませんが、何かご質問等がございまし 

   たら挙手を願います。 
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（発言なし） 

 

 ○議長（芝野 茂） 特にご質問等がないようなので以上で報告第１号を終わりま 

す。 

 

                                        

 

○議長（芝野 茂） 次に報告第２号 地目変更登記に係る照会に対する回答につい 

て、を議題とします。 

     報告第２号について事務局の説明を求めます。 

 

○事務次局長（上村 武） 報告第２号 地目変更登記に係る照会に対する回答につ 

    いて 

     千葉地方法務局成田出張所より照会のあった件について次のとおり回答し 

たことを報告する。 

本件は現況が農地以外のものになっている土地の地目変更について、千葉 

地方法務局成田出張所から照会のあったものです。 

     土地は矢口字竹岸の土地３筆で登記上の地目は畑及び田となっています。 

現地につきましては平成２６年１月２３日、総会の前に大野久男委員ほか 

    第３班の委員の方々に調査に立ち会っていただき、この土地には住宅や農業 

用倉庫が建っており周囲の状況等からも宅地として 20 年以上使用している 

と判断できたため「現況地目宅地」として回答したものであります。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（芝野 茂） 説明が終わりました。この案件も事務局長専決により処理さ 

   れたものなので、報告だけで採決はしませんが、何かご質問等がございまし 

   たら挙手を願います。 

 

（発言なし） 

 

 ○議長（芝野 茂） 特にご質問等がないようなので以上で報告第２号を終わりま 

す。 
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○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。） 

 

○議長（芝野 茂） それでは以上をもちまして平成２６年第２回総会を閉会します。 

                                        

                            午後５時１５分閉会 


