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１ 開催日時  平成２７年１月２２日（木）午後３時００分から４時１０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）   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 

議案第４号 農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の認定について 

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 
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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２７年第１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、６番 安西 操委員、７番 芳澤 利夫委員にお願

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
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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 権利は使用貸借、農地の所在は須賀字林、現況地目は畑、面

積は６０９㎡でございます。 

なお、貸付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

でご確認願います。 

本件は農地の使用貸借権の設定を目的として、農地法第３条の許可を申請

したものでございます。借受人はこれまでもこの農地を農地法等の許可を取

らず相対契約で使用しておりましたが、今回正式な貸借契約とするため申請

したものでございます。なお賃借料を設定しない契約でございますので使用

貸借ということになります。 

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。 

次に借受人は法人ではなく個人でございますので、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号には該当いたしません。 

次に同項第５号の耕作面積制限ですが、借受人の耕作面積は５０アールを

超えておりませんが、今回借りる農地を含めれば５０アール以上となります

ので問題ありません。 

次に申請地は実際には借受人が耕作していますが、先ほどもご説明したと

おり相対契約であり、台帳上貸付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、申請地とその隣接農地の現

況は畑であり、借受人は許可後引き続きキュウリやトマトを作付けする計画

なので問題はないと思われます。 

     以上で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。加藤委員お願いします。 

 

○１１番（加藤 佳司） もともと相対で貸借しており、ハウス栽培をしていたよう

ですが、今後は正式な貸借にしたいということで、今回申請をしたものです。 

 

○議長（芝野 茂） 現地調査を行なっておりますので、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。相対契約の続きで今回の申請

ということで、きれいに整備されており、借受人は経営にも熱心であります

ので何ら問題、支障はないと思います。ご審議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。 

 

（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。 

 

○事務局長（古川 正彦） 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、農地法第４条の規定により、下記農地の申請があったので
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意見を求める。 

     整理番号１ 農地の所在は北辺田字台、地目は畑、面積は１，６４６㎡の

うち１４５．４２㎡及び所在は北辺田字台、地目は畑、面積は５９８㎡の２

筆で面積合計７４３．４２㎡でございます。 

なお、申請人以降の欄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、住宅に隣接する畑の一角に太陽光発電装置を設置す

る目的で農地を転用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、申請地は農振農用地区域内農地

ではなく、周囲の宅地化の状況、地形、山林の広がりなどからみて、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と言えることから、

第２種農地であると考えます。 

     第２種農地は、ほかに代わりとなる土地がないときは原則転用を許可する

農地ということになります。今回の場合、申請者が所有する農地で代替でき

る土地がほかに無いということでございます。 

     次に農地法第４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、または集団的に存在する良好な営農

条件を備えてい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こと、地形的に農地の広がりが１０

ヘクタールに満たない土地であることから問題ありません。 

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、費用の面から自己所有の土地の中で計

画したいとの考えであり検討した結果、自宅の隣接地である今回の土地しか

なかったとのことです。 

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、今回の事業にあたっ

ては盛土や、掘削といった土木工事は予定されておらず、土砂の流出または
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崩壊その他の災害を発生させるおそれは無いと思われます。また申請地を含

む一団の農地はほとんど申請人の所有地であり、他の農家の営農条件に支障

を及ぼすおそれはないと思われます。 

次に今回の申請は自己所有地を使用する計画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号には該当いたしません。 

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。糸川委員お願いします。 

 

○１番（糸川 昇一） 事務局の説明どおりです。特に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、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。申請地は宅地の隣接地でござ

いまして、今まで畑でしたが、今回、雑種地として太陽光パネル設置という

ことですが、近隣にも迷惑はかからないということなのでご審議よろしくお

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。 

 

（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。 
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（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、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 権利種別は所有権移転、農地の所在は酒直字新落合埜、地目

は田、農振区分は農用地区域内、面積は１，００３㎡、他２筆、合計３筆で

面積は５，０００㎡でございます。 

なお、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

でご確認願います。 

本件は、農業経営基盤強化促進法に基づく所有権の移転を目的として申請 

のあったものであります。 

譲受人は稲作のほか、イチゴのハウス栽培を行うなど効率的・安定的な農

業経営を目指す専業農家であり、町の認定農業者にも登録されている地域の

担い手農家でございます。以上の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。 

また譲受人は耕作状況、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。 

以上で説明とさせていただきます。 
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○議長（芝野 茂） 現地調査を行なっておりますので、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。現地は水田として近隣を含め

て大規模に耕作されているところでございます。譲受人につきましては、事

務局から説明のあったとおり、意欲を持った方でございますのでこれからの

営農活動に何ら支障はないと思いますのでよろしくご審議お願いします。 

 

○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。 

 

（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） 

 

○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） 次に議案第４号 農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の認定

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４号 農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の認

定についてご説明いたします。 

農業委員会委員選挙人名簿登載申請書は、毎年町の選挙管理委員会が作成

する選挙人名簿の資料となるものでございます。 

この申請書につきましては農業委員会等に関する法律及び施行令で農業委

員会は、申請書を受理したときは１月３１日までに、当該申請書に記載され



 9 

ている事項について意見を付して選挙管理委員会に提出しなければならない

と規定されています。 

つまり、選挙権ありと選挙権なし、さらに、なしの場合はその理由を付し

て選挙管理委員会に送付することになります。 

ここで、選挙権の資格要件についてご説明いたします。 

１月１日現在町内に住所を有していて、農業経営を１０アール以上行って

いる農業経営者、及びその経営者と同居している親族のなかで、年間６０日

以上耕作を行っている方が選挙権を有することになります。 

なお年齢制限ですが、今年４月１日現在において２０歳未満の方は失格と

なります。 

それではこれより農家から申請のあった選挙人名簿登載申請書を配布いた

しますのでご確認願います。 

 

     （選挙人名簿登載申請書配布・確認作業） 

 

○議長（芝野 茂） 皆さんに農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の確認作業をし

ていただきました。 

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質疑を打ち切り採決します。 

議案第４号 農業委員会委員選挙人名簿登載申請書について、原案のとおり認

定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４号 農業委員会委員選挙人名簿登載申請書については原案

のとおり承認されました。 

 

                                       

○議長（芝野 茂） 次に報告第１号 地目変更登記に係る照会に対する回答につい



 10 

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） それではご報告いたします。 

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次のとおり回答したことを報告

する。 

平成２７年１月５日付け、日記第３号をもって、当農業委員会に照会のあ

った件につき、下記のとおり回答したことをご報告するものでございます。 

詳細につきましては次ページをご確認願います。位置につきましては参考

資料でご確認願います。 

こちらにつきましては、登記上地目が農地で、現況が農地以外のものにな

っている土地の地目変更について、千葉地方法務局成田出張所から照会のあ

った案件でございます。 

所在地は安食字葭河原の土地３筆でございます。 

平成２７年１月１３日、地元委員である伊藤委員と事務局で現地調査した

ところ、この土地は所有者の宅地の一部であり、航空写真や現況から過去２

０年以上農地でないと判断できたため、現況地目を宅地として回答したもの

でございます。 

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。 

 

                                       

○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。 
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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２７年第１回総会を閉会します。 

 

                                        

                             午後４時１０分閉会 

 


