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１ 開催日時  平成２７年２月１９日（木）午後３時００分から４時２０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（１２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 

５番 大野 博 

６番 安西 操 

７番 芳澤 利夫 

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（２名）   ４番 野中 清一 

８番 葛生 康雄 

 

  

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 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 

 事務局次長 上村 武    主査 中村 誠 
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◎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２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１２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、９番 鈴木 利秀委員、１０番 川上 重敏委員に

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と整理番号２について一括して事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（上村 武） それではご説明いたします。  

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及び整理番号２については譲受人が同一人のため一括してご説

明いたします。 
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整理番号１ 権利は所有権移転で有償、農地の所在は龍角寺字前原、地目

は畑、面積は１２２㎡他１筆、合計２筆で面積は９９１㎡でございます。 

譲渡人、譲受人は議案書でご確認願います。 

申請事由は譲渡人が兼業化に伴う縮小、譲受人は規模拡大となっておりま

す。 

位置につきましては参考資料でご確認願います。 

整理番号２ 権利は所有権移転で有償、農地の所在は酒直字下埜、地目は

田、農振区分は農振農用地内、面積は２，８２４㎡でございます。 

譲渡人、譲受人は議案書でご確認願います。 

申請事由は譲渡人が規模縮小、譲受人は規模拡大でございます。 

位置につきましては参考資料でご確認願います。 

本件は農地の所有権移転を目的として、農地法第３条の許可を申請したも

のです。 

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。 

次に譲受人は町内で農機具販売業も営んでおりますが、今回の申請は法人

ではなく個人の申請なので、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、現在譲受人の耕作面積は５０アー

ルを超えていませんが、今回取得する農地を含めれば５０アール以上となり

ますので問題ありません。 

次に申請地はそれぞれ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、整理番号１については、申請地

とその隣接農地の現況は畑であり、譲受人は許可後ホウレンソウやナスなど
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を作付けする計画なので問題ないと思われます。また整理番号２については

水田地帯であり、譲受人は許可後水稲を作付けする計画なのでこれも問題な

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。大野博委員と大野久男委員

お願いします。 

 

○５番（大野 博） それでは整理番号１についてご説明いたします。 

参考資料をみていただければ場所がわかると思いますが、今現在、譲渡人

はここで白菜やネギを栽培しております。畑は約１，０００㎡ですがきれい

に耕作されている状況です。 

譲受人についても事務局から説明があったとおり、野菜を作る計画ですの

で何ら指摘する事項はありませんので、ご審議よろしくお願いします。 

 

○３番（大野 久男） 整理番号２について、ご説明申し上げます。 

     譲渡人につきましては、体調が不調でございまして、規模縮小していきた   

    いということでございました。 

     譲受人につきましては、意欲的に栽培を進めるということですので、ご審

議よろしくお願いします。 

 

○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） ただいまご説明のありましたとおり、現在作付けしてある

状態できれいになっておりますので、問題ないと思われます。 

 

○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。 
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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。 

     次に整理番号３について事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（上村 武） それではご説明いたします。 

整理番号３ 権利は所有権移転で有償、農地の所在は北辺田字上ノ池、地

目は田、農振区分は農振農用地内、面積は１，６３８㎡他１筆、合計２筆で

面積は１，７６３㎡でございます。 

譲渡人、譲受人は議案書でご確認願います。 

申請事由は、譲渡人は離農のため、譲受人は規模拡大でございます。 

位置につきましては参考資料でご確認願います。 

本件は農地の所有権移転を目的として、農地法第３条の許可を申請したも

のです。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。 
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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

超えおり問題ありません。 

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という同

項第６号の規定には該当しません。 

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、申請地の周囲は水田地帯であり、

譲受人は許可後水稲を作付けする計画なので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。麻生委員お願いします。 

 

○１２番（麻生 新治） 譲渡人は須賀の生まれで、今は横浜市に住んでおります。

相続により農地を取得しましたが、田を整理したいということで、譲受人に 

    売却することになりました。 

譲受人はきちんと耕作をしている方なので問題ないと思います。よろしく

ご審議お願いします。 

 

○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） 田んぼの状態できちんと管理されておりますので、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３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１号整理番号３については許可することに決定しました。 

     次に整理番号４から５について一括して事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（上村 武）  整理番号４及び整理番号５については譲受人が同一人の 

ため一括してご説明いたします。  

整理番号４ 権利は所有権移転で無償、農地の所在は興津字中道、地目は

畑、農振区分は農振農用地内、面積は１，０７４㎡でございます。 

なお、譲渡人、譲受人は議案書でご確認願います。 

申請事由は譲渡人が離農のため、譲受人が規模拡大となっております。 

位置につきましては参考資料でご確認願います。 

整理番号５ 権利は使用貸借、農地の所在は興津字道面、地目は田、農振

区分は農振農用地内、面積は１，０２１㎡でございます。 

貸付人、借受人は議案書でご確認願います。 

申請事由は貸付人が高齢のため規模縮小、借受人が規模拡大となっており

ます。 

位置につきましては参考資料でご確認願います。 

整理番号４は農地の所有権移転を目的として、農地法第３条の許可を申請

したものです。対価の支払いが無いので贈与ということになります。また整

理番号５は賃借料の無い貸し借りということで、使用貸借権の設定となりま

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。 



 8 

次に同項第５号の耕作面積制限ですが、現在借受人の耕作面積は５０アー

ルを超えていませんが、整理番号４及び５で今回取得する２筆の農地を含め

れば５０アール以上となりますので問題ありません。 

次に申請地はそれぞれ譲渡人、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

する場合という同項第６号の規定には該当しません。 

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、整理番号４については、申請地

とその隣接農地の現況は畑であり、譲受人は許可後ジャガイモやサツマイモ

などを作付けする計画なので問題ないと思われます。また整理番号５につい

ては水田地帯であり、譲受人は許可後水稲を作付けする計画なのでこれも問

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。麻生委員お願いします。 

 

○１２番（麻生 新治） 譲受人については、譲渡人と親戚であり、今回農地を贈与

及び使用貸借することとなったものです。あとは事務局の説明どおりです。

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） 整理番号４の畑はすぐ耕作可能な状況となっております。 

整理番号５の田んぼも、きちんと管理されておりますので問題ないと思い

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） 

 



 9 

○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４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４については許可することに決定しました。 

     次に議案第１号整理番号５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５については許可することに決定しました。 

     次に整理番号６について事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（上村 武）  整理番号６ 権利は賃貸借、農地の所在は麻生字六ツ井、

地目は田、農振区分は農振農用地内、面積は１，０２１㎡他４筆、合計５筆

で面積は５，０４５㎡でございます。 

貸付人、借受人は議案書でご確認願います。 

申請事由は貸付人が兼業化による規模縮小、借受人が規模拡大となってお

ります。 

位置につきましては参考資料でご確認願います。 

本件は農地の賃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。 
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次に借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、借受人の耕作面積は５０アールを

超えおり問題ありません。 

次に申請地は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という同

項第６号の規定には該当しません。 

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、申請地とその周辺は水田地帯で

あり、借受人は許可後引き続き水稲を作付けする計画なので問題ないと思わ

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。麻生委員お願いします。 

 

○１２番（麻生 新治） 貸付人は何年か前から体調を崩しまして、規模縮小するも

のです。 

借受人は規模拡大をしており、耕作面積は増えております。稲作経営に積

極的に取り組んで頑張っております。ご審議よろしくお願いします。 

 

○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） 参考資料どおり田んぼがまとまっており、きちんと管理さ

れておりますので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。 
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議案第１号整理番号６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６については許可することに決定しました。 

     次に整理番号７から９について一括して事務局の説明を求めます。 

      

○事務局次長（上村 武） 整理番号７から整理番号９については譲渡人が同一人の

ため一括してご説明いたします。  

整理番号７ 権利は所有権移転で有償、農地の所在は須賀字屋敷割、地目

は田、農振区分は農振農用地内、面積は１，６３６㎡他１筆、合計２筆で面

積は４，３３６㎡でございます。 

譲渡人、譲受人は議案書でご確認願います。 

申請事由は譲渡人が離農のため、譲受人が規模拡大となっております。 

位置につきましては参考資料でご確認願います。 

整理番号８ 権利は所有権移転で有償、農地の所在は須賀字荒勺、地目は

田、農振区分は農振農用地内、面積は２，７００㎡でございます。 

譲渡人、譲受人は議案書でご確認願います。 

申請事由は譲渡人が離農のため、譲受人が規模拡大となっております。 

位置につきましては参考資料でご確認願います。 

整理番号９ 権利は所有権移転で有償、農地の所在は須賀字荒勺、地目は

田、農振区分は農振農用地内、面積は２，７００㎡他１筆、合計２筆で面積

は５，４００㎡でございます。 

譲渡人、譲受人は議案書でご確認願います。 

申請事由は譲渡人が離農のため、譲受人が規模拡大となっております。 

位置につきましては参考資料でご確認願います。 

本件は農地の所有権移転を目的として、農地法第３条の許可を申請したも

のです。 

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
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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

ですが３件とも譲受人は地域の担い手農家であり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それぞれ５０

アールを超えおり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という同

項第６号の規定には該当しません。 

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、申請地とその周囲は水田地帯で

あり、譲受人は許可後水稲を作付けする計画なので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。加藤委員お願いします。 

 

○１１番（加藤 佳司） 皆さんご存知のとおり、須賀新田地区では農地中間管理事

業による、農地の集積を進めているところでございます。 

今回の申請地につきましても、この事業の範囲内の農地であります。譲渡

人も中間管理機構に預ける予定でしたが、機構に預けた場合１０年間農地の

売買ができなくなり、また健康面でも不安がありこの際離農したいとのこと

で、この申請となりました。 

売買の相手については、譲渡人は担い手農家に買ってもらいたいとのこと

で、この３名の譲受人となったものです。 

よろしくご審議お願いします。 

 

○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） 整理番号７・８・９について田んぼの状態できちんと管理
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されておりました。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。 

 

○９番（鈴木 利秀） 中間管理機構への貸し付けは取り下げたのですか。 

 

○事務局次長（上村 武） 中間管理事業の貸付申込書はお預かりいたしましたが、

まだ書類審査中に、この農地法第３条の許可申請がありました。 

貸付申込書は事務局預かりとなっており、正式な受付はしておりませんの

で譲渡人へお返しする予定です。 

 

○議長（芝野 茂） 他に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７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７については許可することに決定しました。 

     次に議案第１号整理番号８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８については許可することに決定しました。 

     次に議案第１号整理番号９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１号整理番号９については許可することに決定しました。 

     次に整理番号１０から１２について一括して事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（上村 武） 整理番号１０から整理番号１２については借受人が同一

人のため一括してご説明いたします。  

整理番号１０ 権利は賃貸借、農地の所在は矢口字磯部、地目は畑、農振

区分は農振農用地内、面積は２，６８９㎡でございます。 

なお、貸付人、借受人は議案書でご確認願います。 

申請事由は貸付人が高齢のため規模縮小、借受人が規模拡大となっており

ます。 

位置につきましては参考資料でご確認願います。 

整理番号１１ 権利は賃貸借、農地の所在は矢口字磯部、地目は畑、農振

区分は農振農用地内、面積は９７１㎡でございます。 

貸付人、借受人は議案書でご確認願います。 

申請事由は貸付人が兼業化による規模縮小、借受人が規模拡大となってお

ります。 

位置につきましては参考資料でご確認願います。 

整理番号１２ 権利は賃貸借、農地の所在は矢口字辺田前、地目は田、農

振区分は農振農用地内、面積は２，９０９㎡他２筆、合計３筆で７，６０２

㎡でございます。 

貸付人、借受人は議案書でご確認願います。 

申請事由は貸付人が耕作者不在のため、借受人が規模拡大となっておりま

す。 

位置につきましては参考資料でご確認願います。 

本件は農地の賃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
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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、借受人の耕作面積は５０アールを

超えおりますので問題ありません。 

次に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という同項第６号の規定についてですが、

整理番号１０及び整理番号１１については貸付人の自作地なので問題ありま

せん。 

整理番号１２に関しては貸付人が地縁法人となっていますので、少しご説

明させていただきます。 

地縁法人というのは、地方自治法第２６０条の２に規定があります。これ

によりますと、町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する

者の地縁に基づいて形成された団体を地縁による団体と定義しています。 

さらにこの団体は地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権

利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的

の範囲内において、権利を有し、義務を負う。とされています。 

今回貸付人となっている地縁法人矢口区は平成２２年１月に法人として登

記されており、栄町長からの認可も受け正式な地縁法人として活動している

ため、その保有している農地の貸付人になることができます。 

申請農地については、これまで矢口区内の農家が持ち回りで管理していた

ので農地法の許可は取っていませんが、今回は別の集落の農家に貸し付ける

こととなったため、正式に農地法の許可を申請したものであります。これま

では農地の管理を委託していただけなので、農地法上は自作地としての扱い

になり、同項第６号の規定には該当しないことになります。 

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、譲受人は許可後葉タバコを作付

けする計画であり問題ないと思われます。 

以上で説明を終わります。 
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○議長（芝野 茂） 続いて担当委員の説明を求めます。糸川委員と大野久男委員お

願いします。 

 

○１番（糸川 昇一） 事務局の説明のとおりですが、整理番号１０については、貸

付人が高齢で耕作困難のため、借受人へ貸し付けることとなりました。 

     整理番号１１については、貸付人が畑の作付けをほとんどしていない状況

にあるため、借受人へ貸し付けることとなりました。 

     整理番号１２の田については、耕作する方がおらず、区で管理している状

態でしたので、借り手が見つかってありがたいのではないかと思います。 

 

○３番（大野 久男） 整理番号１０・１１・１２の借受人についてご説明申し上げ

ます。 

     ただいま事務局から説明のあったとおり、当町唯一の葉タバコ栽培農家で

ございます。意欲的に葉タバコ栽培をされており、郡内でも唯一ということ

でございます。以前耕作していた所で耕作できなくなり、新しい所を求めた

ということでございますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

○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） 整理番号１０・１１・１２ともきれいに管理されておりま

して、すぐにでも作付けできる状態になっておりました。別に問題ないと思

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１０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１号整理番号１０については許可することに決定しました。 

     次に議案第１号整理番号１１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１１については許可することに決定しました。 

     次に議案第１号整理番号１２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１２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。 

 

○事務局次長（上村 武） 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、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 権利は使用貸借権の設定を伴う農地転用、農地の所在は安食

字下埜、地目は畑、農振区分は農振農用地外、面積は４０９㎡でございます。 

貸付人、借受人は議案書でご確認願います。 

形態は転用、用途は宅地、施設は木造２階建て、施設面積は７０㎡、申請

事由は分家住宅でございます。 

なお、位置につきましては参考資料でご確認願います。 
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本件は、農家の息子が親から農地を借りて住宅を建設するため転用申請し

たものであります。 

     まず申請地の立地基準上の区分ですが、参考資料の位置図をご覧いただけ

ますでしょうか。安食台４丁目と須賀新田地区の広がる農地との境の畑でご

ざいます。 

申請地は農振農用地区域内農地ではないこと、水道及び下水道管の埋設さ

れている幅員４メートル以上の道路に面していること、おおむね５００メー

トル以内に２以上の教育施設、医療施設、その他の公共施設があること等に

より第３種農地に位置付けられると考えます。 

ご存知のとおり第３種農地は原則として転用が認められる農地ということ

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や第３種農地であると判断される

ことから問題ありません。ここで問題となるのは集団的に存在している農地

かどうかということです。 

     参考資料の平面図で見ますと、農地の広がりが１０ヘクタール以上、集団

的に存在している広がりのある農地に見えないこともございません。しかし

実際には申請地と隣の水田との間に高低差があります。高低差は約２メート

ル以上あり、急な斜面で農業用の機械等での出入りは不可能と考えられます。 

    このような場合、平面上は隣接していても、集団的に存在している農地とは

言えないことから、隔絶されている農地ということで問題ないと思います。 

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、費用の面から親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、今回の農地しか適当な土地が無かった

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
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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

ては隣接地との境界に高さ１００ミリの土手を設置する計画であることから、

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は無いと思われます。   

また建物と境界の間隔を空ける計画であることから、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号には該当しません。 

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。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がありましたとおり、親子関係で

また地元に戻ってきて、分家住宅を建て永遠に住むということでございます。 

     よろしくご審議お願いします。 

 

○議長（芝野 茂） 現地調査を行なっておりますので、１班現地調査の結果を報告

願います。 

 

○１１番（加藤 佳司） 現地を確認してきました。ただいま説明のあったとおり    

第３種農地であること、安食台４丁目の市街化区域に隣接していること、道

路には下水、水道が入っていること、畑で道路レベルと同一レベルであり大

きな造成は必要ないと思われますので宅地化することに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） 
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○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 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について、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（上村 武） 登記上の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より照会のあった案

件でございます。 

     整理番号１ 農地の所在は北字押砂耕地の土地１筆、登記簿地目は田、面

積は１３２㎡でございます。 

平成２７年２月５日、地元委員である鈴木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、過去の航空写真や現況から過

去２０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

ものであります。 

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。 
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○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２７年第２回総会を閉会します。 

 

                                        

                             午後４時２０分閉会 

 


