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１ 開催日時  平成２６年３月２０日（木）午後３時３９分から４時１７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（１３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 

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（１名）  ５番 大野 博 

              

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 

      報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

      報告第２号 農地法第５条許可に伴う工事完了報告と転用事実確認証明

の専決処分について 

報告第３号 地目変更登記に係る照会に対する回答について 

その他 
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６ 農業委員会事務局職員 

 事務局長 古川 正彦 

次長 上村 武    副主幹 山岡 秀夫 

 

                                       

◎開会                          午後３時３９分開会 

○議長（芝野 茂） ただ今より、平成２６年第３回栄町農業委員会総会を開会いた 

します。 

○議長（芝野 茂） 本日は委員１４名中１３名出席ですので、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、１２番 麻生 新治委員、１３番 伊藤 幸雄委員 

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上村氏と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。 

 

○事務局長（古川 正彦） 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、矢口字大船戸に

ある４筆です。現況地目は「田」で合計面積は５，６２６㎡です。 
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譲渡人は松戸市にお住まいの２名の方で共有名義となっています。譲受人

は、栄町矢口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、譲受人は許可後水稲を 

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。 

 

○事務局次長(上村 武) 農地法第 3 条第 2 項第 5 号の耕作面積制限について補足説 

明させていただきます。議案書を見ていただくと譲受人は５０ａに満たない 

ようになっておりますが、これは現在耕作している面積であり、今回取得す 

る農地の面積を加えると制限を超えるため問題ありません。 

 

○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） 譲受人のお宅で事情を聞いてまいりました。今回売買される 

農地はもともと譲受人の所有する農地でしたが、過去に今回の譲渡人に売り 

渡したものです。今回はその土地を買い戻すという申請であります。理由と 

しては後継者がいないためとのことです。 
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○議長（芝野 茂） 現地調査を行っておりますので、２班現地調査の結果を報告願 

います。 

 

○１４番（鈴木 利秀）先ほど調査に行ってまいりました。参考資料の図面を見てい 

ただくとおわかりのとおり３筆の農地は譲受人の自宅前にあり１筆は少し離 

れてます。この辺一帯は水田地帯であり、特に問題は無いかと思います。 

 

○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。 

 

                                        

 

○議長（芝野 茂）次に報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出に 

について、を議題とします。 

     報告第１号整理番号１について、事務局の説明を求めます。 

 

○事務次長（古川 正彦） 報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による届 

出について、次のとおり受理したことを報告します。 

     整理番号１ 農地の所在は、安食字道面の２筆でそのうちの１筆は一部を 

使用します。地目は「畑」で面積は合計１５９.４１㎡です。 

本件は農地を駐車場にするため農地法第４条第１項第７号の規定による転 
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用を届け出たものであり現地確認のうえ専決処分したものであります。 

土地の位置については、参考資料②をご覧ください。昔は田として利用さ 

れていた土地ですが、安食台地区の開発に伴い埋め立てられ、以後畑として 

使用されていた土地です。 

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。 

 

（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 農地法第５条許可に伴う工事完了報告書と転用 

事実確認証明書の専決処分について、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。 

 

○事務局長（古川 正彦） 報告第２号 専決処分書 農地法第５条許可に伴う工事 

完了報告書と転用事実確認証明書の専決処分について、栄町農業委員会事務 

局規程第６条第１４号の規定により、下記のとおり専決処分したので報告す 

る。 

整理番号１ 申請人は、印西市に本社を置く法人です。申請地は三和字宮前 

耕地で、地目は「畑」、面積は８６２㎡、転用目的は、進入路用地です。 

本件は、平成２５年５月１５日付けで許可された農地転用が申請どおり完 

了したとして工事完了報告書が提出されたもので、現地確認の上、受理す 

るとともに転用事実確認証明書を交付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。この案件は事務局長専決により処理さ 
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   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１号を終わりま 

す。 

 

                                        

 

○議長（芝野 茂） 次に報告第３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。 

整理番号１から整理番号５について一括して事務局の説明を求めます 

 

○事務局長（古川 正彦） 報告第３号 地目変更登記に係る照会に対する回答につ 

    いて、栄町長及び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。 

 整理番号１から整理番号５まで一括してご説明いたします。 

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、整理 

番号１は、栄町長から、整理番号２から整理番号５については、千葉地方法 

務局成田出張所から照会のあったものです。 

整理番号１ 平成２６年２月１３日付け栄建第４９２号をもって照会のあ 

った件について、以下のとおり回答したものです。 

本件につきましては、国土調査法に基づく地籍調査事業の一環として、安 

食地区の一部に登記上の地目が「農地」で現況が「非農地」の土地が発見 

されたため、その取扱いについて意見を求められたものです。 

    土地は一覧表にありますように三区集落(木塚)を中心とした地域の４３筆 

です。 

地元農業委員である芝野会長・伊藤委員と事務局で現地調査を行い、結果 

として４０筆を非農地、３筆を畑として回答しました。 

整理番号 2 は、所在地が酒直字船戸の土地１筆で登記上の地目は田となっ 

ています。現地につきましては平成 26 年 2 月 20 日、地元委員である安西委 

員をはじめ第１班の委員の方々と事務局で現地調査をしたところ、こ 20 年以 
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上前から倉庫が建っ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。 

整理番号 3 及び 4、5 は、所在地が竜ヶ崎町歩字中村新田の土地 4 筆で、登 

記上の地目は畑となっています。この件につきましては、平成 26 年 3 月 5 

日、地元委員である鈴木委員と事務局で現地調査を行いました。これら 4 筆 

の土地は資材置場になっており周囲の状況等からも雑種地として 20 年以上 

使用していると判断できたため現況地目「雑種地」として回答したものであ 

ります。 

    なお、整理番号１で、地籍調査とご説明しましたが、参考までに申し上げ 

ますと、地籍調査事業につきましては法務局に備え付けの地図いわゆる公図 

と現況に差があることから、現地を調査し立会いの上、境界を確定します。 

その結果に基づきまして、地目又は地積の更正を行うものです。 

 地籍調査につきましては、今後栄町全域を事業実施して行く訳ですが、計 

画期間が約３０年かかると言われております。今後委員皆様のお住まいの地 

区でも地籍調査が行われることになりますので、ご協力をお願いいたします。 

     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３号を終わりま 

す。 

 

                                        

 

○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２６年第３回総会を閉会します。 

                                        

                            午後４時１７分閉会 


