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１ 開催日時  平成２６年１１月２０日（木）午前９時００分から９時５０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 

   報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

   その他 

 

６ 農業委員会事務局職員 

 事務局長 古川 正彦 

事務局次長 上村 武    主査 中村 誠 
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◎開会                          午前９時００分開会 

○議長（芝野 茂） ただ今より、平成２６年第１０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、２番 岡戸 清志委員、３番 大野 久男委員にお

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） 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、

を議題とします。 

整理番号１から６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。 

 報告第１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から整理番号６はすべて関連する案件であることからまとめて

ご説明させていただきます。 

整理番号１ 所在は須賀字荒勺、地目は田、農振区分は農用地区域内、面

積は３，０００㎡、他３筆、合計４筆で面積は４，４１７㎡でございます。 
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整理番号２ 所在は須賀字上新田、地目は田、農振区分は農用地区域内、

面積は９４０㎡、他１０筆、合計１１筆で面積は２３，７４２㎡でございま

す。 

整理番号３ 所在は須賀字上新田、地目は田、農振区分は農用地区域内、

面積は６００㎡、他４筆、合計５筆で面積は３，０００㎡でございます。 

整理番号４ 所在は須賀字荒勺、地目は田、農振区分は農用地区域内、面

積は１，５８７㎡の１筆でございます。 

整理番号５ 所在は須賀字上新田、地目は田、農振区分は農用地区域内、

面積は１，０９０㎡の１筆でございます。 

整理番号６ 所在は須賀字屋敷割、地目は田、農振区分は農用地区域内、

面積は１，３５４㎡、他６筆、合計７筆で面積は１２，０６７㎡でございま

す。 

なお、貸付人等につきましては、報告書でご確認願います。 

これらの農地はみな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、従来から農地の貸し借りを行ってきたものですが、今回賃貸借契約を

中途解約し自作地に戻したあと、千葉県農地中間管理機構に預け、改めて担

い手農家に貸し付けることにより、農地中間管理事業の各種補助金を受ける

ことからの解約とご理解いただきたいと思います。 

     お手元にお配りした資料をご覧ください。ご存知のとおり農地中間管理事

業は本年度から始まった事業でございまして、農地の出し手と受け手ともメ

リットのある制度となっております。制度につきましては、地域に対する支

援である地域集積協力金、こちらは資料の（１）になります。地域を定め、 

    改めて集積を行なう場合、中間管理機構に土地を貸し付けて集積の割合に応

じてそれぞれ１０アール当り２万円、２万８千円、３万６千円の集積協力金

が交付されます。なお、これにつきましては、人・農地プランの策定が必須

となっております。この地域集積協力金がまず受けられるというものでござ

います。 

次に、経営転換・リタイアする個々の出し手に対する支援である経営転換

協力金、こちらは資料（２）になりますが、全自作地を機構が１０年以上借

受け、機構から担い手に貸付けが行われた場合、面積に応じて１戸あたり、

３０万円、５０万円、７０万円がそれぞれが交付されることになります。 

もうひとつは、農地の集積等に協力する個々の出し手に対する支援として

耕作者集積協力金、資料（３）になりますが、機構の借受農地に隣接する農
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地を１０年以上機構が借受けて担い手に貸付けが行われた場合、１０アール

あたり２万円が支払われる制度となっております。なお、こちらの金額につ

いては平成２７年度までの金額となっておりまして、平成２８年度以降は段

階的に減額されていくと伺っております。 

これらの補助金を受けるためには、現在、利用権が設定されている農地を

自作地にしていく必要がありますので、貸し手・借り手が話し合いの結果、

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、書面で農

業委員会に通知があったものでございます。 

     今回、須賀新田地区において、農地中間管理機構に農地をいったん預けて、

それを担い手となる農家５人に集積する計画が動いておりますので、その前

提となる合意解約とご理解いただければと思います。なお、合意解約したあ

と１年以上自分で耕作すれば大丈夫ということになります。実際に中間管理

機構に貸付ける時期につきましては、平成２８年３月までに行なうことにな

ります。 

     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。 

 

○３番（大野 久男） 資料（１）の地域に対する支援で、地域内の農地の一定以上   

    を機構に貸付ける場合ということで、段階的に割合が示されておりますが、

今回の整理番号１から６の農地の合計面積は概ね４町５反ほどで、新田地区

で２割には達していないと思いますが、この支援を受けるためには、いつま

でにこの割合になればいいのですか。 

○事務局長（古川 正彦） 平成２７年度中に、この割合を超えていただければ、超

えた割合に応じて交付されます。 

 

○事務局次長（上村 武） 新田地区の現状について説明させていただきます。 

     新田地区で範囲を定めて地域に対する支援も検討しているところですが、

全体では７０ヘクタールぐらいあります。今回の議案にのっている６件につ

いてはそのうちのほんの一部になります。地域集積協力金を申請するにあた

ってまず賃貸借を行なっている方についての解除を行うものです。 
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    ７０ヘクタールのうち半分くらいは新田地区の農家の方が所有しているので

それらは、ほぼ全て担い手の方が耕作できるのではないかという見込みで、

５割超から８割以下のあたりに落ち着くのではないかということで、もくろ

んで進めているところです。 

     以上でございます。 

 

○事務局長（古川 正彦） １点だけご注意いただきたいのが、うちの町は栄町全域

で人・農内プランを策定しております。その中で中心経営体という方を位置

付けております。これらをやっていく上で人・農内プラン必須ということに

なりますので、中心経営体に位置付けた農家に集積することが必要になりま

すので、他の地域でこういうことをやりたいと話しがあった場合は、早めに

申し出ていただいて地域の中心となる経営体を発掘していただくことが前提

条件になりますのでご注意をいただきたいと思います。 

 

○３番（大野 久男） 相続の問題があると思いますが、相続していないと無理です

か。納税義務者がいると思いますがこの方の同意では無理ですか。 

 

○事務局長（古川 正彦） 相続人の２分の１以上の同意を得る規定がございますの

で、相続登記をしていただきませんと実質上進まなくなり、登記をされなく

ても法定相続人の名簿一覧があって、１０人いたら５人以上の同意の書面が

必要となります。 

 

○事務局次長（上村 武） この新田地区でも、ざっと見て所有者１００人超くらい 

    おりますが、今のところわかっているだけで７、８件の相続が発生しており

ます。５％から１０％はあると思います。 

○１１番（加藤 佳司） 今回出ている農地は平成２７年度までに間に合うのですか。

間に合わないという話を聞いたことがありますが。 

 

○事務局長（古川 正彦） 間に合います。タイムリミットが今の時期ということで

ございます。 

 

○１１番（加藤 佳司） では、正式な手続きをすれば、（２）のリタイア金も受けら

れますか。 
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○事務局長（古川 正彦） はい。 

 

○１３番 （伊藤 幸雄） 今回の他に合意解約は残っているのですか。 

 

○事務局次長（上村 武） 多少残っておりまして、来月も出てくる予定です。あと、

１、２件だと思われます。 

 今後、地元説明会をする方向で調整中です。これは担い手の方と新田地区  

の地権者の方を対象として説明を行ない協力を要請する予定です。その後、

第２段、第３段として新田地区以外の所有者の方、３区の方、須賀の方、安

食の方等への説明会も順次行なう方向で考えております。 

 

○事務局長（古川 正彦） 一点だけ申し添えますが、この事業は１回区域を決めた 

後に、区域の拡大はできますが、区域の縮小はできませんので区域設定には

慎重を期していただきたいと思います。 

 

○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） 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。 

 

○３番（大野 久男） 農地中間管理事業ですが、借り手は８月から募集が始まって

いますが、出し手の状況を把握していれば教えてください。 

 

○事務局長（古川 正彦） 貸し手の機構への申込みについては、県全体的にあまり

ないようです。借り手については、大手の法人まで含めてですが、大勢いる

ようです。 

 

○議長（芝野 茂） 他に発言はありませんか。 
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（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１０回総会を閉会しま

す。 

 

                                        

                             午前９時５０分閉会 


