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１ 開催日時  平成２６年１２月１８日（木）午後３時００分から３時５５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４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 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認

について 

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 

報告第２号 農地法第５条届出に伴う工事完了報告と転用事実確認証明

の専決処分について 
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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 

 

                                       

◎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１１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、４番 野中 清一委員、５番 大野 博委員にお願

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。 
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○事務局次長（上村 武） 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 権利は所有権移転有償、農地の所在は麻生字六ツ井、地目は

田、農振区分は農用地区域内、面積は９９１㎡でございます。 

なお、譲渡人等は議案書でご確認願います。 

申請事由につきましては、譲渡人は離農、譲受人は規模拡大でございます。 

本件は農地の売買を目的として、農地法第３条の許可を申請したものです。

譲渡人所有の農地は今回の申請地だけなので、これが許可になれば離農とい

うことになります。一方譲受人は地域の農業の担い手となっている農家です。 

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

する計画とのこと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。麻生委員お願いします。 

 

○１２番（麻生 新治） 譲渡人は以前からこの田を売りたい希望がありましたが、
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この田は担保物件となっており、売れないような状態でしたが、今年になっ

て本人が担保を解除して譲受人に売却することとなったものです。譲受人は

麻生地区の耕作条件の悪い中、何十町歩も頑張って耕作をしている方なので

問題ないと思います。 

 

○議長（芝野 茂） 現地調査を行なっておりますので、２班現地調査の結果を報告

願います。 

 

○９番（鈴木 利秀） あの先には田んぼがないと思えるようなところを現地調査し

てきました。行ってみたらすごく広い所で、請方地区のようなところでした。 

    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。 

 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） それでは、ご説明申し上げます。 

 整理番号２ 権利は所有権移転有償、農地の所在は北字押砂埜、地目は田、

農振区分は農用地区域内、面積は３，４４２㎡、他１筆、合計２筆で面積は

６，１９４㎡でございます。 

なお、譲渡人等は議案書でご確認願います。 

本件は農地の売買を目的として、農地法第３条の許可を申請したものです。
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譲渡人の理由は兼業化に伴う経営の縮小、譲受人は規模拡大であります。 

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現在５０アー

ル以下ですが、今回の農地を加えると５０アールを超えますので問題ありま

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

する計画とのこと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。鈴木委員お願いします。 

 

○９番（鈴木 利秀） 事務局の説明のとおり、譲渡人は兼業化に伴う経営の縮小で

あり、譲受人については、米価は安くなっておりますが、今後増やして頑張

りたいとのことで耕作について問題ないと思います。 

 

○議長（芝野 茂） 現地調査を行なっておりますので、２班現地調査の結果を報告

願います。 

 

○１０番（川上 重敏） 現地調査の結果、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 農地法第４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） ご説明いたします。議案第２号 農地法第４条の規定に

よる許可申請に対する意見についての整理番号１ですが、こちらに関しては、

申請人からの申し出により一旦取り下げとなりました。取り下げの理由は転

用計画の一部に変更を生じることになったためであります。計画内容が決定

し、資料が整いしだい再度申請するとのことであり、来月以降再度議案に上

程することになると思われます。 

 

○議長（芝野 茂） 説明が終わりました。このことについてご発言のある方は挙手

を願います。 

 

    （発言なし） 

 

○議長（芝野 茂） ご発言がないようなので以上で議案第２号を終わります。 

                                       

○議長（芝野 茂） 次に議案第３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集



 7 

積計画の承認について、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） それでは、ご説明申し上げます。 

 議案第３号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認に

ついて、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記農用地

利用集積計画の決定について意見を求める。 

整理番号１ 権利は貸借権設定、農地の所在は曽根字曽根、地目は田、農

振区分は農用地区域内、面積は２，１７６㎡、他３筆、合計４筆で面積は 

１２，４７８㎡でございます。 

なお、貸付人等は議案書でご確認願います。 

契約期間は平成２７年１月 1 日から１０年間、賃借料はコシヒカリ１等米

９０キロとなっております。 

本件は、農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借権の設定を目的として申

請のあったものであります。 

借受人は稲作のほか、黒大豆やトマトを経営に加えるなど規模拡大を図り、

効率的・安定的な農業経営を目指す農業専従者であり、町の認定農業者にも

登録されるなど地域の担い手農家でもあることから、今回の利用集積計画は、

町で定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に適合すると思

われます。 

また、借受人の耕作状況、農機具の所有状況、農作業に従事する者の数等

から見て、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に規定する農用地のすべ

てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められることという全部効率要

件及び、耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること、とい

う農作業常時従事要件は満たしていると思われます。 

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。岡戸委員お願いします。 

 

○２番（岡戸 清志） 貸付人は高齢のため、農作業ができなくなり、農地の出し手

となったものです。借受人は認定農業者で農業に意欲を持って取り組んでい

る方で、現在６．７ヘクタール作付けしており、今後担い手として地域の中

心となる方だと思います。平成３１年度には５６．３ヘクタールへ規模拡大
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予定であり、何ら問題はないと思います。 

 

○議長（芝野 茂） 現地調査を行なっておりますので、２班現地調査の結果を報告

願います。 

 

○９番（鈴木 利秀） 現地調査してきました。特に問題はありません。 

 

○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。 

 

○９番（鈴木 利秀） 農地中間管理機構への貸し付けは考えたのでしょうか。機構

を利用すれば貸付人は多少の補助金を受けられるのではないでしょうか。 

 

○事務局次長（上村 武） 基盤強化促進法の農地利用集積計画なので産業課で受け

た訳ですが、農地中間管理事業による貸借の話はいたしました。 

貸付人、借受人の二人で話をした結果、今回は農地中間管理事業を使わな

いということでありました。 

     なお、農地中間管理事業を利用した場合でも、貸付人は全農地を貸付ける

わけではなく、借受人が経営する農地も隣接はしていないため、経営転換協

力金及び耕作者集積協力金の交付対象にはなりません。地域集積協力金につ

いても機構への貸付け面積が一定割合を超えないため対象にはならず、補助

金を受けることはできません。 

 

○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３号整理番号１を原案のとおり承認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３号整理番号１については原案のとおり承認されました。 

 

                                       

○議長（芝野 茂） 次に報告第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について事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（上村 武） それでは説明させていただきます。  

報告第１号 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１，６３６㎡、他４筆、合計５筆で面積は１２，４３６㎡でございま

す。なお、貸付人等は議案書でご確認願います。 

解約形態は、合意解約、貸借期間は平成２０年７月２２日から平成２９年

１２月３１日までの契約で基盤強化促進法に基づく賃貸借でございました。 

これらの農地については、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うえで、将来的に千葉県農地中間管理機構に預け、

その後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

を受けるというものであります。 

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ありま

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。 

 

（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。 



 10 

 

                                       

○議長（芝野 茂） 次に報告第２号 農地法第５条届出に伴う工事完了報告と転用

事実確認証明の専決処分について、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２号 農地法第５条届出に伴う工事完了報告と転用

事実確認証明の専決処分について、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） それでは説明させていただきます。 

報告第２号 農地法第５条届出に伴う工事完了報告と転用事実確認証明の

専決処分について、栄町農業委員会事務局規程第６条第１４号の規定により、 

    下記のとおり専決処分したので報告する。 

整理番号１ 申請地は大字安食字上前、地目は台帳畑、現況は畑、地積は 

４０２㎡他 1 筆、合計２筆で５５５㎡、転用目的は雑種地で車両置場でござ

います。 

本件は市街化区域内の農地について車輌置場用地として農地転用した案件

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、あわせて

転用事実確認証明書を交付したものであります。 

     以上で説明を終わります。 

 

○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
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たら挙手を願います。 

 

（発言なし） 

 

○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２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１１回総会を閉会しま

す。 

 

                                        

                             午後３時５５分閉会 


