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１ 開催日時  平成２６年１０月２３日（木）午後３時００分から３時４０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）  

委     員   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 

報告第１号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

   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３時００分開会 

○議長（芝野 茂） ただ今より、平成２６年第９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、１３番 伊藤 幸雄委員、１番 糸川 昇一委員に

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 権利は賃貸借、農地の所在は北字北、地目は田、農振区分は
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農用地区域内、面積は３，１０６㎡、他１筆、合計２筆で面積は６，２１６

㎡でございます。貸付人等につきましては、議案書でご確認願います。また、

位置につきましては、参考資料でご確認願います。 

本件は農地の貸し借りを目的として、農地法第３条の許可を申請したもの

でございます。なお貸借期間は１０年、賃料は１０アール当たり１俵半とな

っております。 

借受人は個人の農家ではなく、新たに設立される法人であります。 

法人が農地の耕作権を取得する場合、その法人が農業生産法人に該当する

かどうかが問題となります。 

なお、当該法人の概要につきましては、資料１でご確認願います。 

次に、お配りした資料２をご覧ください。 

３ページの農地法第３条をご確認いただきたいと思います。ご存知のとお

り農地の所有権または耕作権を取得するためには、この農地法第３条第１項

の許可を取らなければなりませんが、４ページの第２項に許可できない場合

が挙げられており、５ページの第２号で農業生産法人以外の法人が権利を取

得する場合とされております。今回につきましては、農業生産法人でござい

ますので普通の農家と同じように農地を取得できるということになります。 

次に、農業生産法人とはどのような法人かということでございますが、こ

れにつきましては、農地法第２条第３項に規定があります。資料につきまし

ては、１ページをご覧いただければと思います。こちらのアンダーラインの

部分がそれに該当いたします。 

ひとつ目の要件といたしまして、法人形態要件です。今回の法人は株式会

社なので問題はありません。なお、株式会社の場合、定款に株式の譲渡につ

き取締役会または総会の承認を要する旨の記載が必要となっております。こ

ちらにつきましても問題はございません。 

次に、同項第１号の事業要件ですが、今回の法人は定款にその目的として

農産物の生産・加工・販売業と記載されていることから問題はありません。 

次に、同項第２号の構成員要件ですが、今回の法人の構成員及び役員は今

のところ１名で、近々２名になる予定と聞いていますが、いずれも法人の行

う農業に常時従事するとなっていることから問題ないものと思われます。 

ここで言う常時従事とは、資料２の９ページにあるように、年間１５０日

以上と規定されております。 

次に、同項第３号の議決要件及び業務執行権要件ですが、今回の法人は先
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ほどもご説明いたしましたように、常時従事者たる構成員が取締役の過半数

を占めており、かつ農業に従事する日数も年間１５０日となっていることか

ら問題ないと思われます。 

以上のことから、今回の申請法人は農業生産法人としての要件を満たして

いると考えます。 

以上のことを踏まえまして、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号の全部効率要件については営農計画書から見て問題ないと考え

ております。 

次に、同項第５号の耕作面積制限ですが、譲受人は新規設立の法人ですが、

今回申請する面積が５０アール以上となりますので問題はありません。 

次に、本件は貸付人の自作地なので、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いたしません。 

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、借受人は許可後、黒大豆を作付

けする計画であ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が、補足といたしまして、この農業生産

法人につきましては、青年等就農計画に基づく、新規就農者として今後、町

に申請が上がってくることとなっておりますので、参考までにご報告させて

いただきます。 

 

○事務局次長（上村 武） ひとつ補足させていただきます。 

資料１の１ページをご覧願います。この法人の登記簿謄本ですが、この目

的の欄に、１ 農産物の生産・加工・販売業、以下１５番まで記載されてお

ります。この中で、４番に建設業、５番に土木工事業、以下１４番まで農業

に関係ないようなものが記載されておりますが、法人ですので、いろいろな

事業を行なうということで、農業に関係ない事業が記載されていても、問題

はありません。ただし、その法人の主たる事業が、農業でなければなりませ

ん。ちなみに、今後この謄本の建設業以下の項目については削除し、農業経

営だけという形にするような方向で検討していると聞いております。 

以上、補足説明とさせていただきます。 
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○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） ただいま、事務局から説明のありましたとおり、間違いはご

ざいません。資料にもありますように、２８歳でございますが、この前は白

大豆を作り、そのあとにブロッコリーを作っており、若いのにたいしたもの

だと見ております。なんら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、１班現地調査の結果を報告願 

います。 

 

○１３番（伊藤 幸雄） 現地調査をしてまいりました。黒豆を作っており、収穫中

でございました。この件につき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） 

 

○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
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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 権利は使用貸借、農地の所在は布太字宮下、地目は畑、面積

は４９９㎡となっております。貸付人等につきましては、議案書でご確認願

います。また、位置につきましては、参考資料でご確認願います。 

本件は義理の父親の土地を借り受け、実家のとなりに住宅を建築するとい

うものでございます。 

     まず、申請地の立地基準上の区分ですが、まわりの農地の広がりから見て

第１種農地であると判断されます。 

     ご存知のとおり、第１種農地は原則的に農地転用を認めない農地となりま

すが今回の場合、その地域に住む方が分家として住宅を建てるものであり、

かつ既存の住宅の隣接地であることから、例外規定が適用され許可可能とい

うことになります。具体的な条文といたしましては、農地法施行令第１０条

第１項第２号イ、及び農地法施行規則第３３条第４号ということになります。 

     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、申請地がもともと農振農用地区域から外れているため問題ありません。 

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、費用の面もあり親の農地を借りて建

てるしかないとの結論から、所有地を検討した結果、宅地に転用できそうな

のは自宅の隣接地である今回の土地のみだったということでございます。 

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号については、申請書に添付されている資料等

から問題はないものと思われます。 

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、申請地は登記上地

目で田となっていますが、以前より畑として利用されている土地であり、今

回の住宅建築にあたっても特に盛土等は行わないことから土砂の流出等はな

いものと思われます。また隣接農地の所有者へも今回の計画を説明しており

同意は取れているので問題ないと思われます。 
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     次に、今回の申請は使用貸借権の設定が目的ですので、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号につい

て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号には該当しないこととなります。 

     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。芳澤委員お願いします。 

 

○７番（芳澤 利夫） 今回の申請は、別居している長女が実家に帰ってくるため、

現在同居中の次女夫婦が実家のとなりに家を建てる目的で、申請をしたもの

です。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、１班現地調査の結果を報告願 

います。 

 

○１３番（伊藤 幸雄） 事務局から説明がありましたとおり、分家ということで、

区画もはっきりしており、宅地と同じ地づらでございますので、問題はない

と思います。 

 

○事務局次長（上村 武） ひとつ補足させていただきます。 

     参考資料の位置図をご覧ください。 

     今回の申請地は斜線の部分となります。申請地には南側の町道から出入り

をすることとなりますが、間に細い水路が通っております。町道と接続して

いないように見えますが、こちらにつきましては町道と申請地の間に橋をか

けて出入りをします。これについては、管理者である栄町に占用許可申請を

出して、適正に同意を取っている状況です。また、土地改良区の排水同意に

つきましても適正に取られております。 

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。これより質疑に入ります。発言のある方
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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） 次に報告第１号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出

について、を議題とします。 

整理番号１についてですが、この案件は私の親族に関する議案なので、農

業委員会等に関する法律第２４条議事参与の制限により私は審議に加われま

せん。したがって議長職を会長職務代理者の伊藤委員に代わっていただき、

関係議案の審議が終了するまで退室させていただきます。よろしくお願いい

たします。 

 

（芝野会長退室） 

 

（伊藤職務代理者、議長席に着席） 

 

○議長（伊藤 幸雄） 芝野会長から説明がありましたように暫時議長職を務めさせ

ていただきます。 

それでは改めて報告第１号 整理番号１について、事務局の説明を求めま

す。 

 

○事務局長（古川 正彦） 報告第１号 農地法第５条第１項第６号の規定による届
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出について、次のとおり、受理したことを報告する。 

整理番号１ 権利は賃貸借、農地の所在は安食字上前、地目は畑、農振区

分は農用地区域外、面積は４０２㎡、他１筆、合計２筆で面積は５５５㎡と

なっております。なお、貸付人等につきましては、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。 

     本件につきましては、市街化区域内の農地について、駐車場用地を目的と

した転用届出があり、現地を確認のうえ専決処分したものでございます。 

     場所は議案書の参考資料にありますように、ＪＲ安食駅から成田方面へ約

３００メートル離れた線路際の土地で周辺は宅地化が進んでおり、自動車修

理業を営む申請人の工場の隣接地となっております。 

     補足説明を次長より申し上げます。 

 

○事務局次長（上村 武） それでは説明させていただきます。こちらの２筆のうち   

    １筆に関しては、過去に転用届出が出された経緯がございます。調べたとこ

ろ、貸付人の４条届出で駐車場ということで出ておりました。実際には駐車

場として、今回の借受人が既に使っていたものでございます。現況は畑とは

しておりますが一部は雑種地になっていたものでございます。 

転用の届出が、なぜ何回も出てくるのかということですが、これが調整区

域内の土地であれば、いったん許可した所を、再度、許可申請するには、前

の申請を取消しする等の必要がありますが、市街化区域内はそういった制度

がありません。市街化区域内は何度でも転用届出ができ、前の届出を打消す

必要がなく、後から申請したものが最新となるものですので、一時転用して、

また違う人に貸したり、売ったりすることが、法律上問題なくできるもので

ございます。 

今回についても改めて貸付人と借受人の間で５条届出ということになりま

したので受理したものでございます。 

     以上、補足説明とさせていただきます。 

 

○議長（伊藤 幸雄） 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） 
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○議長（伊藤 幸雄） 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。 

事務局職員は芝野会長に入室を促してください。 

ご協力ありがとうございました。 

 

    （芝野会長入室・議長席に着席） 

                                       

○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９回総会を閉会します。 

 

                                        

                             午後３時４０分閉会 


