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１ 開催日時  平成２６年５月２２日（木）午後４時００分から４時３５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 

その他 

 

６ 農業委員会事務局職員 

 事務局次長 上村 武    主査 中村 誠 
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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５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） 

 

○議長（芝野 茂） それでは、３番 大野 久男委員、４番 野中 清一委員 

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。 

 

○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、農地の所在は須賀字荒句、地目は

田、面積は５７９㎡、農振区分は農振農用地、譲渡人及び譲受人は議案書の

とおりです。申請事由は国有地の売渡しを受け規模拡大を図るものでござい

ます。 
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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。譲渡人が財務省となっておりますが、

これは旧大蔵省所有の農地ということで今回隣接農地の所有者に売り渡すと

いうものであります。 

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。 

次に本件土地は国有農地なので同項第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

る計画であり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。加藤委員お願いします。 

 

○１１番（加藤 佳司） ただ今、事務局から説明があったとおりですが、事前に譲

受人から事情を聴いておりますので補足いたします。この国有地につきまし

ては、隣接地を耕作していた方が、この国有地を借り耕作しておりましたが、

その隣接地を３、４年前に譲受人が売買により取得し、国有地につきまして

も譲受人が借り受けをして、耕作をしておりましたが、使用料が高いため、

財務局に相談したところ、払下げの提案があり、取得することになったもの

でございます。また、譲受人については、幅広く農業を行っている方で、米
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作を中心とした専業農家で精力的に拡大して行っている方なので問題ないと

思われます。 

 

○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。 

 

○１３番（伊藤 幸雄） 作付けもしてありまして、特に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） 

 

○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。 

 

○事務局次長（上村 武） 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、農地の所在は北字押砂耕地、地目は現況・畑、

公簿・田、農振区分は農振農用地外、面積は４２６㎡、他３筆、合計４筆で
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面積は１，３３８．５３㎡です。貸付人、借受人については議案書のとおり

です。形態は恒久転用、用途は宅地、施設は木造平屋建て、施設面積は 

２８６．５２㎡、申請事由は介護サービス事業及び駐車場用地でございます。 

     本件は介護保険法に基づく高齢者の通所介護事業や居宅介護支援事業など

を複合的に行う施設を北集落の地続きの農地に開設するというものです。 

     まず、申請地の立地基準上の区分についてご説明します。申請地は農地の

広がり等から転用が原則許可されない第１種農地に該当すると考えられます。     

しかし本件は、事業の目的から見て例外的に農地転用許可可能であると考

えます。このことについては資料を使ってご説明します。 

お手元の参考資料④をご覧ください。農地を農地以外のものにし、かつ賃

借権の設定や所有権の移転を行う場合は農地法第５条第１項の許可を取らな

ければならず、その第２項に許可できないケースが述べられています。しか

し、１ページの下から２行目をご覧ください。第２項には、ただし書きがあ

り２ページの３行目に、その他政令で定める相当の事由があるとは、この限

りではないとなっています。 

次に４ページをご覧ください。この、その他政令というのは農地法施行令

を指しています。その第１０条の第１項第２号イ、真ん中のアンダーライン

の箇所ですが、申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜

産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として農林水産省令で定

めるものの用に供するため行われるものであることとなっています。 

次に資料の６ページをご覧ください。農地法施行規則第３３条に、令第 

１０条第１項第２号イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設とな

っており、さらにその第４号に、住宅その他申請に係る土地の周辺の地域に

おいて居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置

されるものとされています。 

次に資料の７ページをご覧ください。これは千葉県が制定する、農地転用

関係事務指針の抜粋ですが、アンダーラインの箇所に、これは、集落を相手

とする商店や農機具の販売店・修理所あるいは医院等その集落と切っても切

れない関係にあるものを想定しているものであると解説されております。今

回の申請はこの医院等の部分に該当するということを農振除外申請の際に県

担当部局と協議済みです。 

以上のことを踏まえ、改めてこの申請が農地法第５条第２項各号の許可基

準に適合するかどうか検討した結果をご説明します。 
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まず、農振農用地区域内にある農地又は集団的に存在する農地は許可しな

いという同項第１号ですが、申請のあった４筆のうち１筆はもともと農振農

用地に指定されておらず、残りの３筆については昨年農用地区域から除外す

る申請が提出され、本年２月に農用地区域から除外することが決定しており

ますので問題ありません。また先ほど説明したように第１種農地ではありま

すが、例外規定により許可は可能ということになります。 

     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、今回の施設は近辺に同種の高齢者福

祉施設の少ない布鎌地区に設置したいという考えのもと計画したもので、候

補地を探した結果、条件にあう土地が他になかったということで問題ないと

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号の規定は、申請書に添付された資料等から問

題ないと思われます。 

     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

同じ高さの畑であり、周囲も宅地、水路に囲まれており今回の計画にあたっ

て大規模な土砂等の埋立ても必要ないことから周囲に影響は無いと考えます。 

     次に今回の計画は、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号には該当しません。また一時的に農地を使

用するという申請ではないので、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号には該当しません。 

     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。鈴木委員お願いします。 

 

○９番（鈴木 利秀） 集落の介護施設ということで問題ないと思われます。 

 

○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 
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います。 

 

○１３番（伊藤 幸雄） 事務局の説明のとおり、書類上問題ないと思います。現地

を見たところ、それなりに片づけも始まっており、すぐにでも着工できる状

態となっており、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 権利は所有権移転で有償、農地の所在は北

辺田字林、地目は畑、農振区分は農振農用地外、他１筆、合計２筆で面積は

８９２㎡です。譲渡人及び譲受人は議案書のとおりです。形態は転用、用途

は雑種地、申請事由は資材置場となっております。 

     本件は町内で鉄パイプ等の加工業を行う事業所が、事業拡大に伴い農地を

資材置場として使用するための申請です。 

まず、申請地の立地基準上の区分についてご説明します。申請地は農地の

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、また、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種農地であると考えられま
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す。 

次に、農地法第５条第２項各号の許可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、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

てですが、申請は農振農用地に指定されておらず問題ありません。 

     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、候補地を探した結果、現在の事業所

の近辺に条件の合う土地が見つからなかったということであり問題ないと考

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問

題ないと思われます。周辺農地の所有者への説明もされており、同意を得て

いるとのことです。 

     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

同じ高さの畑であり、周囲も宅地であり今回の計画にあたって土砂等の埋立

ても必要ないことから周囲に影響は無いと考えます。 

     次に、今回の計画は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号には該当しません。 

     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） 私も現地を見てまいりました。道路沿いで、平ら、あるいは

少し盛り上がっているくらいの場所です。なお、譲受人の代理人から話を伺

いました。敷地内に木があるため、伐採し、そこを平らにする。また周りに

は柵をして、資材も高さは２メートルくらいしか積まない。隣地の方にも説
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明をして承諾をもらっているとのことです。 

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、１班現地調査の結果を報告願 

います。 

 

○１３番（伊藤 幸雄） 現場は集落の中ほどにありますが、特に問題はないと思い

ます。この会社も見てまいりましたが、特に危険物を扱っている様子もあり

ませんでした。また、トラックの出入りがあると思いますが、周囲の隣接の

方の同意を得ているとのことなので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２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２号 整理番号２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） 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５回総会を閉会します。 

                                        

                             午後４時３５分閉会 


