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１ 開催日時  平成２６年４月１７日（木）午後４時００分から４時４３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条の規定による許可申請について 

   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意見について 

議案第３号 農地法第３条第２項第５号に規定する農業委員会が定める

別段の面積について 

報告第１号 農地法施行規則第３２条第１号の農地転用届出に伴う工事

完了報告書について 
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報告第２号 農地法第１８条第６項に基づく合意解約について 

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 

 

６ 農業委員会事務局職員 

 事務局長 古川 正彦 

次長 上村 武    主査 中村 誠 

 

                                       

◎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４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。 

 

◎議事録署名委員の指名 

○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、１番 糸川 昇一委員、２番 岡戸 清志委員 

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中村氏を指名します。 

                                        

○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条の規定による許可申請について、を

議題とします。 

     議案第１号整理番号１について事務局の説明を求めます。 
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○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、農地の所在は安食字前新田、地目

は畑、面積は５８６㎡です。 

    その他は、議案書でご確認ください。位置につきましては参考資料をご覧

ください。 

本件は現在耕作中の農地の隣接地を売買によって取得することを目的とし

て農地法第３条の申請をしたものです。 

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。 

まず、譲受人が町外にお住まいであるという問題がございますが、今回申 

請の譲受人は松戸市在住で申請地との距離が約３０㎞、時間にして    

片道１時間かかる状況です。一見遠すぎるようにも思われますが、この方は

申請地の周辺ですでに畑を６６アール耕作していることから距離的な問題は

ないかと思われます。ちなみに農地法第３条の審査基準には譲受人の住所地

の制限や申請地との距離の制限はありません。 

ただし、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号の全部効率要件と、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

事要件があります。これらの件については松戸市農業委員会発行の農業経営

の実態証明書や代理人からの聞き取りにより適正に農業経営を行っていると

考えられるため問題はないと考えます。 

次に同項第５号の耕作面積制限ですが、譲受人は５０アール以上耕作を行

っており問題ありません。なお議案書では譲受人の耕作面積が６６アールと

なっておりますが、これは当町内で耕作している農地の面積であり、経営全

体では、田が６アール、畑が１９３アールとのことで、おもに梨の栽培を行

っております。 

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号には該当いたしません。 

また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
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しようとする場合には該当いたしません。 

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

付けする計画であり問題ないと思われます。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

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

○１３番（伊藤 幸雄） 譲受人は、町外の人ですが、栄町に畑、その他、農地を持

っておりますので、この件に関しましては、今説明があったとおり問題ない

と思います。現地は細長い土地で、これは畑というよりも、道路に近い状態

になっていると思いますが、この脇に譲受人の土地があり、この人専用の作

業道路になるかと思います。規模拡大ということでありますので、問題ない

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）ただいま現地調査をしてまいりました。この農地につきまして

は、隣接地が譲受人の所有地でございまして、耕作にあたっては、何の支障

もなく、また譲受人が求める以外、他の方が求められるような所ではないと 

現地を見てまいりましたので、この件に関しましては問題ないと思います。 

 

○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） 
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○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、事務局の説明を求めます。 

 

○事務次長（古川 正彦） 整理番号２について説明いたします。 

 権利は所有権移転で無償、農地の所在は北字押砂埜、地目は田、農振区分

は農用地内、面積は４，０３２㎡、他３筆、合計４筆で面積は１４,１０７㎡

です。 

その他は、議案書でご確認ください。位置につきましては参考資料でご確

認願います。 

 本件は父親所有の農地を後継者である息子に生前贈与することを目的とし

て農地法第３条の申請をしたものです。ご存知のとおり相続による農地の権

利移転は農地法の許可はいりませんが、贈与は許可が必要となります。 

それでは整理番号２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いたします。 

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

常時従事する者の数等から見て、同項第１号の全部効率要件及び、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号には該当いたしません。 

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号には該当いたしません。 

最後に、同項第７号の地域調和要件ですが、譲受人はこれまでも実際にこ

の農地で作付けをしておりましたので問題ありません。 

以上で説明とさせていただきます。 

     

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

 

○９番（鈴木 利秀） 局長の説明どおりですが、贈与される前から、自分で後を継

いだような形で耕作をしておりますので何ら問題ないと思います。 
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○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）きれいに整備されておりました。引き続き耕作可能かと思われ

ます。何ら問題ないと思います。 

 

○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から５について、一括して事務局の説明を求めます。 

 

○事務次長（古川 正彦） 整理番号３から５について、譲渡人が同じなので一括し

てご説明させていただきます。  

整理番号３ 権利は所有権移転で有償、農地の所在は須賀字下割、地目は

田、農振区分は農用地内、面積は２，７６５㎡、他４筆、合計５筆で面積は

１０，６２７㎡です。 

その他は、議案書でご確認ください。位置につきましては参考資料でご確

認願います。 

整理番号４ 権利は所有権移転で有償、農地の所在は北辺田字勝木田、地

目は田、農振区分は農用地内、面積は９１４㎡、他１筆、合計２筆で面積は

１，１８８㎡です。 

その他は、議案書でご確認ください。位置につきましては参考資料でご確

認願います。 
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整理番号５ 権利は所有権移転で有償、農地の所在は北辺田字辺田、地目

は田、農振区分は農用地内、面積は１，５０５㎡です。 

その他は、議案書でご確認ください。位置につきましては参考資料でご確

認願います。 

本件は兼業化による経営縮小を希望する譲渡人から、規模拡大を図りたい

譲受人への売買を目的として農地法第３条の申請をしたものです。 

整理番号３から５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、譲受人は３人とも、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、同項第１号の全部効率要件及び、

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号には該当いたしません。 

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それぞれ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号には該当いたしません。 

最後に、同項第７号の地域調和要件ですが、譲受人はそれぞれ許可後水稲

を作付けする計画であり問題ないと思われます。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○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）整理番号３・４・５について、譲渡人所有の農地を、町内在住 

の３名の方が購入するということで、整理番号４の譲受人に関しては自分の 

田がすぐ隣にあること、整理番号５の譲受人についても自宅の道をはさみ、 

すぐ近くに田があること、整理番号３の譲受人については、整理番号５の譲 

受人と親戚であり、仕事は問題ないかと思います。規模拡大ということであ 

り、問題ないと思います。 

 

○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） いずれの土地も、きれいに整備されておりました。引き続き

耕作可能と思われます。何ら問題ないと思います。 
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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。 

 次に議案第１号整理番号４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４については許可することに決定しました。 

     次に議案第１号整理番号５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５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 農地法第５条の規定による許可申請に対する

意見について、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。 
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○事務局長（古川 正彦）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

意見について、農地法第５条の規定により、下記農地の申請があったので意

見を求める。 

整理番号１ 権利は賃貸借、農地の所在は酒直字宮ノ後、地目は畑で、面

積は２７９㎡、他１筆、合計２筆で面積は９１７㎡です。 

     譲渡人、譲受人については議案書で確認願います。用途等については、転

用で駐車場用地、申請事由は社員・来客用駐車場でございます。 

本件は路線バスや観光バス等を運行する法人が事業所に隣接する農地を借

り受け、駐車場にするための申請であります。 

位置は参考資料でご確認ください。 

     次に申請地の立地基準上の区分ですが、農地の広がりや圃場整備の状況等

から第１種農地とは言えず、第３種農地の要件にも該当しないこと、農業公

共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地に該当すると思われ

ることから第２種農地であると判断されます。 

次に農地法第５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

をご報告いたします。 

     まず、農振農用地区域内にある農地は許可しないという同項第１号につい

ては、農用地区域内の農地ではないので問題ありません。 

     次に、申請地に代えて他の土地を供することで事業の目的を達成できる時

は許可しないという同項第２号ですが、当該事業所は複数のバスが常に出入

りしたり駐車したりしているため従業員の駐車場を十分に確保できないこと、

駐車場を農地以外の他の土地で確保することが困難だということなので転用

許可は可能だと考えます。 

     次に、転用を行うために必要な資金力や信用あると認められない、行為の

妨げになる権利を持つ者の同意を得ていないなど事業の実現性が確実と認め

られない場合という同項第３項の規定は、申請書に添付された資料等から見

て問題はないと思われます。 

     次に、転用により土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させるおそれ

があると認められる場合、その他周辺の農地の営農条件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４号の規定ですが、申請地は道路と

宅地、山林に囲まれ窪地となっている土地であり、今回土砂等を入れても周

囲に影響は無いと考えます。 
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     次に今回の計画は建物を設置するものではなく、権利も貸借権の設定です

ので、一時的な仮設工作物を設置する目的で所有権を取得しようとする場合

という同項第５号には該当いたしません。また一時的に農地を使用するとい

う申請ではありませんので、一時転用後の農地の復元が確実と認められない

場合という同項第６号には該当いたしません。 

     最後に今回の申請は、農地を採草放牧地に転用するものではないので、同

項第７号には該当いたしません。 

     以上で説明とさせていただきます。 

 

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

 

○３番（大野 久男）ただいまの議案の土地については、参考資料の地図のとおりで

す。借受人は、路線バスや観光バス等を運行している会社でございます。局

長より説明がありましたとおり、社員駐車場が不足しており、埋立てをして

駐車場にしたいとのことでありました。埋立てにあたりましては、借受人が 

    責任を持ってするという話でした。そこで、私の方から、条件として埋立て

に使用する土砂については間違いのないように、きつい話をして下さいと、

貸付人に申し述べさせていただきました。また、隣接地がバス会社の土地で

ございますので、近隣に迷惑のかからない所だと思います。 

     以上を考えまして、妥当ではないかと思います。 

 

○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。 

 

○８番（葛生 康雄） 担当委員から説明がありましたが、畑として耕作した所には、

見えませんが、駐車場として使うということでございますので問題ないかと

思います。ご審議よろしくお願いします。 

 

○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。 

 

○１１番（加藤 佳司） どのくらい埋立てをしますか、また、町の残土条例の基準

はどうなっていますか。 
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○事務局次長（上村 武） 残土条例に関して、この申請の相談があった時点で、残

土条例の担当の環境課へ協議するよう話をしており、環境課からは残土条例

には該当しないとの回答を受けております。土砂の搬入量につきましては、

１，０６０立米を搬入するものです。 

 

○１１番（加藤 佳司） 埋立てとなると、産業廃棄物等が搬入される可能性もある

と思いますが、どんな土が埋立てに搬入されるのかは、どこが見るのでしょ

うか。 

 

○事務局次長（上村 武） 埋立て土砂については、地主さんには、大野委員から話

をしていただいていますし、申請者の代理人にも産業廃棄物や工事残土の搬

入はしないよう、きつく話をしております。また、許可となったときは工事

の期間中、事務局として気をつけて見ていきたいと思います。 

 

○議長（芝野 茂） 他に発言はありませんか。 

  

（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２号 整理番号１については許可相当の意見を付して進達す 

ることに決定しました。 

 

                                        

 

○議長（芝野 茂） 次に議案第３号 農地法第３条第２項第５号に規定する農業委

員会が定める別段の面積について、を議題とします。 
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     事務局の説明を求めます。 

 

○事務局長（古川 正彦） 議案第３号 農地法第３条第２項第５号に規定する農業 

委員会が定める別段の面積について、平成２６年度下限面積を次のとおり設 

定することについて審議を求める。 

（１）農地法施行規則第１７条第１項の適用について 

方針 現行の下限面積５０アールの変更は行わない。 

理由 ２０１０年農林業センサスで、管内の農家で５０アール以上の農地

を耕作している農家が全農家数の８割を超えているため。 

（２）農地法施行規則第１７条第２項の適用について 

方針 現行の下限面積５０アールの変更は行わない。 

理由 管内の耕作放棄地率は２パーセントと低い現状であるため。 

農地の売買や貸し借りに関しては、農業経営基盤強化促進法によるものの

ほかは農地法の許可を要することとされています。 

     農地法第３条第２項にはその許可の際の基準が定められていますが、その

中の第５号に、譲受人や借受人の農業経営面積が許可後５０アール以上ある

こと、というものがあります。この面積のことを下限面積といい、５０アー

ルを基準に各市町村農業委員会が地域の実情などを考慮して見直すことがで

きることになっています。 

それらを踏まえまして、平成２６年度の栄町の方針をご検討いただくもの

です。議案書の次のページをご覧ください。これは平成２５年４月１日現在

千葉県内で下限面積を５０アール以下に変更している市町村のデータです。

さらに次のページの県の地図で黄色に塗られているのが変更している市町村

を示したものです。これを見ると変更しているのは過疎化により農業の担い

手が極端に減り荒廃農地の割合が高い県南部と、東京に近い都市部に限られ、

印旛、香取、海匝、山武地区など農業生産の盛んな地域ではすべて５０アー

ルの基準を変更していない状況となっております。 

また郡内各市町に問い合わせたところ今年度も変更予定はないとのことで

した。 

これらの状況等から見て、経営耕地面積規模別農家数なども含めまして、

本年度も、下限面積は変更せず、５０アールとしてご提案させていただくも

のでございます。 

以上で説明とさせていただきます。 
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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３号 農地法第３条第２項第５号に規定する農業委員会が定める別

段の面積について、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。 

 

（賛成者挙手） 

 

○議長（芝野 茂） 挙手全員 

よって議案第３号 農地法第３条第２項第５号に規定する農業委員会が定 

める別段の面積については、原案のとおり決定しました。 

 

                                        

 

○議長（芝野 茂） 次に報告第１号 農地法施行規則第３２条第１項の農地転用届 

出に伴う工事完了報告書について、を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

 

○事務局長（古川 正彦） 報告第１号 専決処分書 農地法施行規則第３２条第１ 

項の農地転用届出に伴う工事完了報告書について、農地法施行規則第３２条 

第１項の規定による転用届出のあった件につき、下記のとおり工事完了報告 

があったので報告する。 

整理番号１ 申請人の所在は議案書でご確認ください。申請地は南字上耕

地、地目は畑、地積は４６２㎡のうち、１４７．７７㎡、転用目的は農業用

倉庫、届出年月日は平成２５年７月２６日です。 

本件は農家が自己所有の農地の一部にその農業経営上必要な農業用施設を 

建設した案件について、工事完了の報告があったため現地を確認のうえ受理

したものでございます。なおこれは転用した面積が２００㎡未満のため農地
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法第４条の知事許可ではなく、農地法施行規則第３２条第１項に基づく農業

委員会への届出で行われた転用でございます。 

     以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（芝野 茂） 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１８条に基づく合意解約について、 

    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） 報告第２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 所在は西字中割、地目は田、農振農用地内、面積は７９０㎡、

貸付人等については議案書でご確認願います。 

 本件は平成２３年３月から農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積

計画により、農地の貸し借りを行ってきたものですが、このたび借受人から

の申し出により、話し合いの結果双方合意のうえ契約を解除し、農地を貸付

人に返すということで、その旨を書面で農業委員会に通知してきたものでご

ざいます。 

     以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（芝野 茂） 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） 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３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。 

整理番号１ 本件は登記上地目が農地で、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。 

     所在地が請方字上請方の土地２筆で、登記上の地目は田及び畑となってお 

ります。 

現地につきましては、平成２６年４月７日、地元委員である岡戸委員と事 

    務局で現地調査をしたところ、２０年以上前から建物が建っており宅地の一

部として使用していると判断できたため現況地目を宅地として回答したもの

でございます。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（芝野 茂） 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４回総会を閉会します。 

                                        

                             午後４時４３分閉会 


