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１ 開催日時  平成２６年８月２１日（木）午後４時００分から５時０８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 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に対する

意見について 

報告第１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 
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 事務局長 古川 正彦 

事務局次長 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８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、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。 

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） それでは、ご説明申し上げます。 

 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、農地の所在は酒直字浅間下埜、地 
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    目は田、面積は３２７㎡、譲渡人等につきましては、議案書でご確認くださ

い。また、位置につきましては、参考資料でご確認願います。 

本件は農林水産省名義の農地を個人の農家が取得するという目的により行

なわれるものでございます。この農地がなぜ農林水産省名義になっているか

ですが、この農地はもともと今回の譲受人の父親が所有していた土地でした

が、昭和３６年に当時、農林省が国営かんがい排水整備事業の一環として分

筆・買収いたしました。しかし、その際分筆する土地を間違え、隣りの土地

を分筆・所有権移転してしまったというような経緯でございます。その後、

買収された土地の所有者側はその間違いに気づかず、現在まで耕作を続けて

きましたが、今回、国営印旛沼二期工事の施工にあたり、改めて現地を調査

したところ、この間違いが明らかになったものでございます。このため、現

況に合わせ土地を交換することに至ったものでございます。 

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いたします。 

同項第１号の全部効率要件、同項第４号の農作業常時従事要件については

問題ないものと考えます。 

また、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

号は該当いたしません。 

次に、本件は貸付地ではないので同項第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たしません。 

次に、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、譲受人は許可後今までどおり水

稲を作付けする計画であり問題ないものと思われます。 

最後に、同項第５号の耕作面積制限ですが、議案書にもありますように譲

受人は５０アール以上の耕作を行っているわけではございません、通常この

ような場合は許可できないことになりますが、今回の場合、申請地が一枚の

田んぼの一部であり、他の人には耕作できない土地であることから、例外的

に許可できることになります。詳しくは次長よりご説明申し上げます。 

 

○事務局次長（上村 武） それでは、この例外規定についてご説明いたします。 

机にお配りしてある、農地法と書いてある資料をご覧ください。 
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     １ページのアンダーラインの箇所は農地法第３条第１項で、農地について

所有権その他の権利移転をしようとする者は農業委員会の許可を受けなけれ

ばならないことが規定されております。 

次に２ページをご覧ください。下から５行目ですが、農地法第３条第２項

で、許可することができないケースが挙げられているのですが、ただし書き

があり例外的に許可できるものもあることになっております。 

続いて３ページをご覧ください。上から２行目に、第５号に掲げる場合に

おいて政令で定める相当の事由があるときは、この限りではないとなってい

ます。第５号とは３ページ中段のアンダーラインが引いてある箇所ですが、

権利を取得しようとする者が権利取得後において５０アール以上耕作を行っ

ている必要性を規定している条文です。つまり政令で定める一定の条件を満

たせば５０アール以上耕作していなくても許可になると読めることになりま

す。 

政令で定める一定の条件につきましては、まず５ページをご覧ください。

アンダーラインの箇所の第６条ですが、法第３条第２項第１号に掲げる場合

の同項ただし書きの政令で定める相当の事由は次のとおりとするとあり、次

に６ページをご覧ください。中ほどのアンダーラインの農地法施行令第６条

第３項になりますが、法第３条第２項第５号に掲げる場合の同項ただし書き

の政令で定める相当の事由は次のとおりとするとあり、第１号から第４号ま

での規定があります。 

第１号は、草花等の栽培でその経営が集約的に行われる場合。 

第２号は、農業委員会のあっせんに基づく農地の交換で相手方の耕作面積

が５０アール以上ある場合。 

第４号は、農業協同組合その他の一定の公益的法人が農地を取得する場合

となっています。 

今回の申請の場合は、アンダーラインを引いてある第３号に該当すると考

えられます。これは、その位置、面積、形状等からみて、隣接する農地と一

体として利用しなければ利用が困難と認められる農地につき、隣接する農地

を現に耕作している者が権利を取得することというものです。 

今回の申請地は譲受人の耕作地の中にあり、その位置・形状から今後も譲

受人以外には耕作しようがないと思われることがその理由でございます。 

以上で説明を終わります。 
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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） 現地調査をしてまいりました。事務局より説明のあったとお

り、起因するところは、最初に間違えて登記してしまったというところにあ

り、これを国営印旛沼二期工事の調査により間違いに気付き、適正な形に戻

すということでございます。譲受人が引き続き耕作されるのが一番よろしい

かと思われます。  

 

○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） 次に整理番号２について事務局の説明を求めます。 

 

○事務局長（古川 正彦） 整理番号２ 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１，１８０㎡、他４筆、合計５筆で面積は 

２，３９８㎡です。譲渡人等は議案書でご確認願います。位置につきまして

は、参考資料をご確認ください。 

    本件は、現在耕作中の農地の隣接地など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ございます。 

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

た結果をご説明いたします。 



 6 

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

件は問題ないものと思われます。 

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

を超えておりますので問題ございません。 

次に、申請地は譲渡人の自作地なので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、譲受人は許可後水稲及び果樹

を作付けする計画となっており問題ないものと思われます。 

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） ただいま、事務局から説明のありましたとおり、譲受人は

意欲的に農業を行っておりますので、特に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） 現地調査をしてまいりました。前新田地区の若干、耕作放棄

地が広がっている中でございました。現地は夏野菜の作物残さが見受けられ

ましたが、耕作の意欲があるかと見るところでございます。若干の問題はあ

ろうかと思いますがご審議のほど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。 
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（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。 

  

                                       

○議長（芝野 茂） 次に議案第２号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な

構想に対する意見について、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） 議案第２号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的

な構想に対する意見について、栄町長から照会のあった「農業経営基盤の強

化の促進に関する基本的な構想」について意見を求める。 

こちらにつきまして、ご説明申し上げます。 

     現在、国が進めております農業政策の大きな柱のひとつが、農業構造の改

善となっております。 

     近年の農業・農村をめぐる状況の変化に対応するため、その具体化を図る

施策のひとつとして農業経営基盤強化促進法が制定されております。 

この法律は、今後の農業構造・経済対策の基本的な法律として位置付けら

れ、効率的かつ安定的な農業経営体を育成し、これらの農業経営が農業生産

の相当部分を担うような農業構造を確立するための措置を総合的に講じ、農

業の健全な発展に寄与することを目的としております。 

この目的の達成に向け、育成すべき農業経営の目標を明確化するため、千

葉県においては基本方針、市町村においては基本構想を策定することとなっ

ております。 

なお、基本構想の策定にあたりましては、県の基本方針に則して定めるこ

とが規定されております。 
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     町といたしましては、基本構想に定めた農業経営の目標に向けて、農業経

営の改善を計画的に進めるよう農業者の農業経営改善計画を認定し、その者

への利用集積促進等総合的な支援措置を講ずることになります。 

今回の議案は農業経営基盤強化促進法の改正や関連法律の施行に伴い、新

たな事業の位置付けなどが必要となったため、基本構想を見直すこととした

ものでございます。 

基本構想の策定及び見直しにあたりましては、町長は農業委員会及び農業

協同組合の意見を聴くことが農業経営基盤強化促進法施行規則第２条におい

て規定されていることから、今回の意見照会となったものでございます。 

具体的な内容につきましては産業課の担当者から説明させていただきます。 

 

○産業課課長補佐（大熊 正美） それでは、具体的な内容につきまして、お手元の

資料に沿って、説明させていただきます。 

なお、時間の都合上、抜粋して説明させていただきます。 

     はじめに、資料の１ページをご覧ください。 

     第１ 農業経営基盤の強化の促進に関する目標ですが、この中の１番とし

て農業経営基盤強化の基本的な推進方向ということで、一層の農業振興を図

るため、下記項目に重点を置き、平成２６年度を基準年度、平成３５年を目

標年次とした、農業経営基盤の強化を推進いたします。 

      １番目の項目は、新たな農業経営体や担い手となる農業経営体の発掘および 

育成、２番目は農業生産法人、集落営農など多様な経営体育成、３番目は農

業生産基盤の整備及び更新、４番目は振興作物の設定と産地化（特産農産物

の開発）でございます。５番目は環境保全型農業（低農薬、減農薬、有機栽

培等）の推進、６番目は６次産業化及び農商工連携、７番目はグリーン・ブ

ルーツーリズム及び農商観連携の推進ということで、町としましては考えて

行きたいと思います。また、農業振興地域整備計画に則し、農業経営の実態

及び社会経済情勢等を見極めつつ、農業地域の秩序ある土地利用の確保に努

めるものとします。これが１ページの概略でございます。 

     次に、２ページをお開きください。 

   ２番目として、効率的かつ安定的な農業経営体の育成目標と育成方向とい

うことで、（２）効率的かつ安定的な農業経営体の育成目標として、将来、概

ね１０年後の農業経営の発展の目標を示し、効率的かつ安定的な農業経営体

を育成することとします。また、女性経営体の発掘及び育成を推進します。 
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次に、育成すべき経営体として、認定農業者（個人経営体又は組織経営体）

及び中心経営体（地域の中心となる経営体として位置づけられた経営体）を

もって充てることとします。 

   次に、年間農業所得を１経営体あたり、５５０万円程度、家族経営体とし

て 1～３人程度を想定、また、組織経営体については、５５０万円×従業員数

を想定しております。こちらは県の基本方針に則しております。年間労働時

間、主たる農業従事者１人あたりの労働時間でございますが、１，８００時

間～２，０００時間程度の水準を実現するものでございます。 

     次に、（３）効率的かつ安定的な農業経営体の育成方向になりますが、アと

いたしまして個別経営体の育成方向では、５５０万円程度の年間労働所得を

得る事の出来る経営体の育成を目指していくものとします。このため、家族

協定の締結や、経営の法人化（１戸１法人）を推進して行きたいと考えてお

ります。 

     次に、３ページのイ、組織経営体の育成方向でございます。 

（ア）水田農業におきましては、学校区、土地改良区又は集落等の単位を

基礎に地域を設定し、この地域ごとに農用地を集積し、経営規模の拡大を図

りたいと考えております。 

（イ）園芸・果樹農業につきましては、園芸団地等の整備により施設の共

用化を図り、市場の需要動向に機動的に応じることのできる経営体を育成し

ていきます。 

（ウ）畜産農業におきましては、広域的な範囲での生産者組織の一本化や

ヘルパー制度の導入により従事者の休日確保を図ってまいります。 

（エ）新たな展開としての農業として、主要地方道鎌ヶ谷・本埜線の開通

等により都市的な開発が進み、町外の都市住民との交流の増加が予想される

ことから、観光農園や市民農園等の体験型農園、農産物直売等に取り組む農

業者を育成して行きたいと考えております。 

次に、（４）効率的かつ安定的な農業経営体の育成に関する支援でございま

す。 

ア 農用地の流動化に係る支援については、（ア）利用権設定等の推進、（イ） 

農作業受委託の推進を図るものでございます。 

イ 資金の支援に関する支援として、西印旛農業協同組合等の関係機関と

協調し、迅速な融資の実行に努めてまいります。 
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ウ 補助労働力の確保に係る支援として、西印旛農業協同組合農作業受委

託推進協議会でございますが、現在、西印旛農業協同組合には、この推進協

議会がないことが確認され、これに代る組織もありませんので、こちらは削

除させていただきたいと考えております。多面的機能支払、農地維持支払・

資源向上支払の推進、栄町シルバー人材センター、（仮称）営農サポート制度

の導入等地域における優良な労働力を確保し得る制度の整備を推進していく

ものといたします。 

エ 農業経営体間の連携に係る支援といたしまして、経営体間の連携によ

り適切な農用地の利用を図り、土地利用型農業と畜産農業との連携を強化す

るものでございます。 

オ 農業経営体の資質の向上に関する支援として、認定農業者、今後認定

を受けようとする農業者、中心経営体及び組織経営体等を対象に生産方式や

経営管理の合理化等の経営改善方策について、印旛農業事務所や西印旛農業

協同組合等の関係機関との連携を密にし、重点的に指導していきたいと考え

ております。 

   次に、５ページをご覧ください。 

３ 新たに農業経営を営もうとする青年等の育成・確保に関する目標でご

ざいますが、こちらにつきましては、県の基本方針の中でも、新たに追加す

る部分として示されたものでございます。 

   はじめに、ア 育成・確保すべき人数の目標については、概ね５年後でご

ざいますが、年間５人の青年等の農業者確保を目標とします。また、法人は

５年間で２法人増加を目標といたします。 

    次に、イ 新たに農業経営を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関

する数値目標につきましては、年間総労働時間、主たる従事者１人あたりの時

間ですが、１，８００時間～２，０００時間程度の水準を確保してまいります。    

また、農業経営開始から５年後に１経営体あたり年間農業所得２５０万円程

度の確保を支援してまいります。こちらにつきましても、県の基本方針の中で

新規の方については、この数値を目標にしておりますので、これに則してござ

います。 

（３）新たに農業経営を営もうとする青年等の確保に向けた取組といたしま

して、農地、技術・経営等の面について関係機関と連絡を密にし、総力をあげ

て地域の中心的な経営体へと育成し、将来的には認定農業者へと誘導するもの
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でございます。 

（４）農業生産の取組みとしては、水稲を中心としつつも、収益性の高い園

芸作物の導入や６次産業化・異業種（商業・工業・観光）との連携により付加

価値を高めるなど、多様なスタイルを構築し経営の安定化と持続性の確保を目

指し、本町農業の将来像を、生産性の向上と安定した所得確保による持続可能

な農業経営の実現と定め、次の四つの目指すべき姿を描いております。  

第１ 新たに農業経営を営もうとする青年等（新規就農）の受入を重点的に

進め、西印旛農業協同組合、印旛農業事務所等と連携し、水稲をはじめ園芸作

物や果樹の栽培技術の指導及び販路の確保を行い、当該青年等であっても一定

の所得が確保でき安定的な経営を行っている。 

第２ 経営体は、印旛農業事務所等が行う実践的講義の実施や視察・研修等

に積極的に参加し、新技術の導入、加工品の開発等、安定的な経営体へと成長

している、さらには、６次産業化や異業種との連携が進み、多様な経営スタイ

ルにより、持続的な農業経営が確立している。 

第３ 農地等の持つ多面的機能の維持・向上を図るため、経営者や地域が一

体となって、農業施設等の維持及び更新にかかる共同活動が行われ、農村特有

の環境が維持され、良好な景観や生活環境が持続している。 

第４ 地域の担い手となる経営体や新規就農経営体に計画的に農地が集積さ

れ、農用地の集団化や経営規模の拡大など農用地の利用の効率化と高度化が促

進され、農業生産性が向上している。 

この様な姿に将来的にはなっているということで、示させていただいており

ます。 

   次に７ページの、４ 優良農地の確保と土地基盤整備の基本的な方向という

ことで、（１）優良農地を確保するための基本的な方向として、農業振興地域整

備計画における農用地を対象に優良農地として確保する。ただし、広域道路沿

線地域または、総合計画及び都市マスタープラン等の町の全体計画において、

都市的土地利用を図る必要があると位置付けられている地域については、今後

の農業の振興と調整を図って行くものでございます。 

次に、（２）土地基盤整備の基本的な方向といたしまして、大区画汎用水田

への整備の促進による、機械利用の効率化を図り、コストの低減を図るもの

とします。農地中間管理事業、利用権設定促進事業等により、意欲ある農業

者への利用集積を推進します。多面的機能支払制度の活用と併せ、ほ場整備
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地区の維持保全を図るものでございます。 

     次に、８ページの５  農業生産の現状と今後の誘導方策として、はじめに、

（１）水稲部門でございますが、人・農地プラン、農地中間管理事業、多面

的機能支払制度を活用し、ほ場の規模拡大・用排水の維持管理及び更新を促

進し、生産効率の向上を図ってまいります。環境保全型農業（低農薬、有機

栽培等）等の積極的な導入により、主食用米のブランド化による産地化を図

ります。さらに、飼料用米、稲発酵粗飼料（ホールクロップサイレージ）、加

工用米等への転換を推進して行きたいと考えております。 

     次に、（２）園芸部門については、既存の農産物、施設園芸作物ですとイチ

ゴ、トマト、花卉等と露地作物のレタス、ネギ、キャベツ、蓮根等の生産拡

大を図ります。また、新たな作物や先進的な技術の導入などにより、高品質・

高付加価値の農産物の栽培を推進するとともに、回転率の高い軟弱野菜、施

設型の花卉等都市近郊農業としての立地条件を生かした営農形態に誘導して

行くものでございます。 

次に、（３）果樹部門ですが、果樹栽培は、キウイフルーツ、ブルーベリー、 

いちじく等について、直売所への出荷、観光農園への誘導等、多様な経営形

態による収入の向上、安定を目指すものとします。 

（４）畜産部門ですが、家畜排せつ物法が施行されたことから、糞尿の適

正処理により悪臭や害虫の発生を防止するため、総合的な畜産環境保全対策

や家畜の衛生対策の強化や口蹄疫等の家畜伝染病の予防に努めて行くものと

します。 

     次に９ページですが、第２ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、

農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の

指標でございますが、現に本町及び周辺市町村で展開している優良事例を踏

まえつつ、本町における主要な営農類型については、次の表のとおり示させ

ていただいております。 

     この中で、県の農業事務所から意見があり、現在、水稲専作、水稲＋黒大

豆、水稲＋露地のネギ、水稲＋施設イチゴ、水稲＋施設トマト、水稲＋酪農、

水稲＋葉タバコ、水稲＋施設花きを示させていただいておりますが、水稲＋

加工を追加して行きたいと考えております。こちらが、個別経営体でござい

ます。 

     組織経営体につきましては、水田農業ということで、水稲＋黒大豆＋小麦   

    等の複合的な営農類型で考えております。それぞれ個別経営体と組織経営体
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の注釈を示させていただいております。また、栄町独自かと思いますが、資

料の１０ページになりますが、ニンジン、キャベツ、かんしょ、梨、落花生

等、こちらにつきましては千葉県の推奨作物になっておりますので、例とし

て、別表１を示させていただいております。 

     １１ページからは、個別経営体及び組織経営体の営農類型ごとに、規模、

目標、生産方式、経営管理の方法、農業従事者の態様等の一例を表にしてお

ります。なお、先ほど説明いたしました、水稲＋加工については、お示しで

きておりませんが、こちらにつきましても、５５０万円の所得が得られるよ

うな規模や資本整備等を示していきたいと考えております。この中で、１１

ページの水稲専作の品種及び規模について、コシヒカリ、ふさおとめの２種

類だけではなく、加工米などもありますので、新規需要米として、この中に

入れてはどうかと、県からアドバイスをいただいております。町としても、

新規需要米については、今後推奨していきたいと考えております。 

     次に、第３ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態

様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標

とすべき農業経営の指標について、主要な営農類型を例示しており、２１ペ

ージからは、これに伴う農業経営の指標の例を示させていただいております。 

      次に２５ページ、第４ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用

地の利用の集積に関する目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項に

ついて説明させていただきます。 

１ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に

関する目標については、効率的かつ安定的な農業経営が地域における農用地

の利用に占める面積シェアの目標ということで、こちらについては、既に千

葉県の基本方針に、栄町の農用地面積に対するそれぞれの目標面積等が示さ

れている経緯がございます。目標シェアにつきましては、栄町は平たん地域

にあたり、５８％と示されております。この中には農地中間管理機構から借

り受けた面積も含まれるものでございます。 

  次に、２ その他農用地の利用関係の改善に関する事項ということで、（１）

今後の農地利用等の見通し及び将来の農地利用のビジョン 

①認定農業者や集落営農組織等の育成対策として、農業経営研修や農業制

度資金利活用の相談、経営改善計画の達成に向け経営・生産技術の改善指導

に努めます。 

②農用地の集団化対策として、 幅広い農用地の流動化を推進し、農用地の
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団地化に努めます。 

       ③農業経営基盤強化促進事業等農用地の流動化対策として、農地に関する

情報を一元化し、担い手への農用地の利用集積を推進します。 

  次に、（３）関係団体との連携体制について、関係各課、栄町農業委員会、

西印旛農業協同組合、土地改良区、農地利用集積円滑化団体、印旛農業事務

所、農地中間管理機構等が連携して施策・事業等を推進して行くものとし、

連携について明記させていただいております。 

なお、皆様のお手元の資料は２６ページまでとなっておりますが、このあ

と２７ページ以降につきましては、平成２２年策定の構想と変わりはなく、

利用権設定等促進事業、農地利用集積円滑化事業の実施を促進する事業など

を示してございます。主に手続きの関係となっており、県の基本方針も変更

はございませんので、説明は省略させていただきます。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○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。 

 

○３番（大野 久男） この構想はたいへん良くできているしすばらしいと思います。   

ですが、これはあくまでも指標であったり、目標ですよね。ここからこれを

どのように進めるか、具体的にはどうするかということは言われていないと

思うのですが、それはこれから示していただけるということですか。 

 

○事務局長（古川 正彦） ただいまの件についてですが、これはあくまでも基盤強

化法の規定による基本構想ということになります。皆様からご意見をいただ

きまして、構想としてはこれを定めさせていただきますが、今度は町の総合

計画というものを今年度策定してまいりますので、そこで、第１で掲げた７

つの項目に対して町がどういった対策を打ってゆくかということを、総合計

画に位置付けることになります。その中で具体的な推進方策はお示しさせて

いただくことになりますので、ご確認いただければと思っております。まだ

具体的に来年度以降どのように進めていくという個々の具体事業は定められ

ておりません。 

 

○３番（大野 久男） ただ１０年という目標を立てているのに、来年になると残り
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９年となり、それから実施するとなると８年ということになりますよね。青

年農家を毎年５名増やす目標を立てても、だんだん先へ行くほど尻すぼみに

なりかねない。青年就農給付金についても、年頭においてそういう目標を立

てたのでしょうが、国の事情で変わるかもしれないし、今の時点ですでに現

状と尐し乖離されてきたという印象もありますね。もうこんなものでは追い

つかないのではないかという印象もある。失礼な言い方かもしれないけれど、

だからもう尐しスピードアップしないと１０年なんてすぐきてしまうと思い

ますよ。 

 

○事務局長（古川 正彦） これは、国がこの１・２年でこういうことを行うという

ことを示したということで、それについて市町村構想に位置付けなければい

けないとされており、この基本構想を定めないと青年就農者を認定できない

ので、結果として国が示している年間１５０万円という青年給付金が受けら

れないということになってしまいます。この構想自体が認定農業者・青年就

農者等をこれから位置付けて認定して広めていくための基礎ということにな

ります。個々の具体事業は先ほど申しましたように総合計画に位置付けられ

るわけです。 

ご懸念のとおり、来年になれば残り９年しかないじゃないかということは

我々も十分理解しておりますが、国もここ数年いろいろと方針が変わってき

ていますので、もしかしたら、来年またこの基本構想を修正するということ

もあるかもしれません。ですが、町には青年就農の計画認定を受けたいとい

う若い方が４名ほどいらっしゃいますので、それらの方を一日でも早く認定

にこぎつけて給付措置が得られるようにして行きたいということも含めての

今回のご提案とさせていただいております。 

今後の手続きの予定としては、皆様からいただいたご意見を反映させて町

として正式決定し、９月上旬に県に提出します。それに対し知事が同意した

という手続きがあって、９月末公表ということになります。この公表をもっ

て、青年等就農計画の認定受付が始まるということもございますので、ここ

に書いてあるものはまだまだ具体的ではないのではないかというご指摘もあ

るとは思いますが、それは必ず総合計画の中で皆様にお示しして行くとご理

解いただければと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○１４番（芝野 茂） １０アール当たりの生産量は変わらないのでしょうか。 
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○事務局長（古川 正彦） これは、毎回農業委員会でもご指摘を受けるところです

が、町が勝手に決めているわけではなく、農林水産省が一定の土地を検査し

て、栄町の平均収量はこの程度としているものでございます。 

 

○３番（大野 久男） ５３６キロというのは、網下も含めての数字なので、生産量

としてはそのくらいだと思います。 

 

○７番（芳澤 利夫） いい案が出ていると思いますが、実行するまでには数年かか

るでしょうね。 

国から農家や土地改良に補助金が出されていますが、年々金額がカットさ

れています。そのため経営や事業がスムーズに進まなくなっているのが現実

で、そうならないよう予算を確保するのが大切だと思います。 

 

○事務局長（古川 正彦） それは事実としてございます。それプラス町の財政事情

も勘案して、町としてはできる限りのことをさせていただきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

 

○９番（鈴木 利秀） 新規就農申請者が今何人かいるようですが、それらの人は施

設園芸なども考えているのでしょうか、米だけを作るということもないと思

いますが。 

 

○事務局長（古川 正彦） まだ正式に営農計画書が出ておりませんのではっきりと

は言えませんが、それを救う手立てとして「露地物」という野菜を加えてい

ます。施設園芸であれば作付けするものにはこだわらないのですが、基本的

な営農類型として野菜と水稲の複合、あるいは水稲専作という表現をさせて

もらっておりますので、それで上がってきたものがどういった作物であれ、

いわゆる認定は可能になると思います。ただネギという希望が若干出てはい

るのですが、実際にネギだけでいくのか水稲専作でいくのか、わかるのは具

体的に計画が出されるこれからということになります。 

 

○議長（芝野 茂） 他にご意見はありませんか。 

 

（意見なし） 



 17 

○議長（芝野 茂） それでは、ここまで各委員さんから出された意見をまとめて、

農業委員会の意見として町に提出してよろしいか、採決を取ります。 

     それでは議案第２号 農業経営基盤の強化に関する基本的な構想について、

一部意見を付けて回答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 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に対

する意見については一部意見を付けて回答することに決定しました。 

 

                                       

○議長（芝野 茂） 次に報告第１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及び整理番号２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１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下記のとおり

回答したことを報告する。 

     整理番号１についてご説明させていただきます。 

 平成２６年８月７日付け、日記第１３９号をもって照会のあった件につき、 

下記のとおり回答します。 

 現地調査を平成２６年８月８日、地元委員である伊藤委員立会のもと行な

っております。 

土地の所在は安食字長辺田、登記簿地目は畑、面積は４２９㎡、現況地目

は山林、土地の所有者等については議案書でご確認願います。位置につきま

しては、参考資料でご確認願います。    

本件は、所在地が安食字長辺田の土地１筆でございます。この土地につい

て、伊藤委員と事務局で現地調査をしたところ、杉の木や雑木、竹などが生

えており、２０年以上山林の状態であったと思われるため現況地目を山林と

して回答したものでございます。 

     続きまして、整理番号２についてご説明させていただきます。 

     本件は、平成２６年２月１３日付け栄建第４９２号で照会のありましたこ
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とについて、一部錯誤があったため、別添のとおり修正させていただくもの

で、裏面をご確認いただきたいと思います。 

     まず、土地の表示と現況地目の修正前をご確認願います。 

所在は安食字木塚の２筆、登記簿地目は畑、こちらにつきまして、当初現

況地目を雑種地ということで、当方から回答をいたしました。それに対しま

して修正の理由、下段をご確認いただきたいのですが、当該土地は長年耕作

がされておらず、また立会当時、雤水が溜まり排水も困難であるなど農地と

して復元・耕作することができないとして、「雑種地」と回答させていただき

ました。しかしその後、改めて現地を調査したところ、雤水も自然浸透し、

直ちに耕作不可能とは言えない土地であることが明らかになったため、現況

地目を登記簿地目と同様に畑という形で改めて回答させていただくものでご

ざいます。場所につきましては、参考資料をご確認いただければと思います。 

こちらにつきましては、２月の会議でもご説明いたしましたとおり、地積

調査事業を町で実施している中で、対象地の方々より、現況地目と登記簿地

目が異なるので確認をしていただきたいとのことでございました。これによ

り現地を確認した結果として、雑種地と回答をしたところでございますが、

たいへん申し訳ございません。こちらは、私の専決として処理をさせていた

だいたものですが、改めて畑という形で回答させていただきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

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） 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８回総会を閉会します。 

 

                                        

                             午後５時０８分閉会 

 


