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１ 開催日時  平成２７年５月２１日（木）午後３時１０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 

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（１名）   ３番 大野 久男 

 

  

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３号 農地法第３条第２項第５号に規定する農業委員会が定める

別段の面積について 

そ の 他 
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６ 農業委員会事務局職員 

      事 務 局 長 湯原 国夫 

 事務局次長 上村 武    主査 中村 誠 

                                       

◎開会                          午後３時１０分開会 

○議長（芝野 茂） ただ今より、平成２７年第５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、２番 岡戸 清志委員、４番 野中 清一委員にお

願いいたします。 

 

                                       

◎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（湯原 国夫） 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 権利は賃貸借権の設定、農地の所在は四箇字下耕地、地目は

現況は田、公簿は畑、農振区分は農用地内、面積は７８３㎡の１筆でござい

ます。 

貸付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貸付人が高齢のため、借受人は規模拡大となって

おります。 

位置につきましては次ページの参考資料１をご覧ください。 

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いたします。 

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、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。鈴木委員お願いします。 

  

○９番（鈴木 利秀） この申請地は、かなり前から借受人が耕作をしておりました
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が、今回正式に農地法の賃貸借権の申請をすることになったものです。 

     事務局より説明のあったとおり、借受人については耕作の事業に必要な機

械の所有状況等から、耕作に差し支えありません。 

 

○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） 申請地は田んぼで作付けされておりました。別段、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。 

 

○事務局長（湯原 国夫） 整理番号２ 権利は賃貸借権の設定、農地の所在は龍角

寺字敷内、地目は現況、公簿とも畑、面積は８２０㎡他１筆、合計２筆で面

積は２７６３㎡でございます。 

貸付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貸付人は耕作不便のため、借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２をご覧ください。 

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
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たものです。 

なお、借受人は個人の農家ではなく、昨年度設立された農業生産法人であ

り、この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、

町が認定をしているものでございます。 

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

結果をご説明いたします。 

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。 

次に借受人は昨年農地法第３条による農地借り入れを申請しており審査の

結果、農業生産法人としての要件を満たしているとして許可した法人であり

ます。したがって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、申請地とその周辺は畑作地帯で

あり、借受人は許可後、枝豆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。大野 博委員お願いします。 

  

○５番（大野 博） 貸付人の生まれは龍角寺で現在は千葉市に在住しております。 

    休みの日に畑にきていたようですが、耕作不便のため貸付けをするものです。 

     借受人については、当初この場所でしょうがの作付けを考えていたようで

すが、かなりの水が必要なため、枝豆の作付けに変更したようです。 

圃場は枝豆が作付けされ、きれいに整備されております。 
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何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） きちんと耕作されており、大豆と思われる苗が作付けされ

ていました。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。 

 

（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。 

    次に整理番号３について事務局の説明を求めます。 

 

○事務局長（湯原 国夫） 整理番号３ 権利は所有権移転で無償、農地の所在は安

食字前新田、地目は現況、公簿とも田、面積は２４７㎡他５筆、合計６筆で

面積は５，４７８㎡でございます。 

譲渡人等は議案書でご確認願います。 

申請事由は譲渡人については孫に贈与、譲受人については新規就農のため

でございます。 

位置につきましては参考資料３と参考資料４をご覧願います。 

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。対価の支払いが無いので贈与ということになります。 

譲受人につきましては、譲渡人の孫であり、新規就農のため農地を譲り受
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けるものです。 

また譲受人は新規就農にあたり、平成２４年から２５年にかけて大分県臼

杵市の農業生産法人で農業研修を受け、さらに現在は祖父の指導のもと耕作

等を行っており、農業経営の能力はあるとのことです。 

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

結果をご説明いたします。 

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号には該当いたしません。 

次に同項第５号の耕作面積制限については、現在譲受人所有の農地はあり

ませんが今回取得する農地が５０アール以上であるため問題はありません。 

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、申請地とその周辺は水田地帯で

あり、譲受人は許可後水稲と小麦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。鈴木委員お願いします。 

  

○９番（鈴木 利秀） ご説明のとおり、田んぼの前に麦を作ったり、いろいろ行な

っているようです。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。 
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○１３番（伊藤 幸雄） 前新田の農地について、休耕地状態だったところはきれい

に刈り込んでありますので、田んぼか畑かどちらかに作付けは可能かと思い

ます。その他の農地は田んぼに作付け可能でございます。 

特にこれといった問題はありません。 

 

○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。 

 

○１４番（芝野 茂） 前新田の農地ですが、農地に入る道がないようだがこういう

場合はどうするのですか。 

 

○事務局次長（上村 武） いわゆる袋地で道路に面していない土地でございますが、

こういった場合、民法にこのような土地の場合の通行に関する規定がござい

ます。袋地で道路から入っていけない場合、隣接者は自身の不利益にならな

い範囲内で協力しなければならないというものです。つまり通行は妨げては

ならないということになります。今回の農地については田んぼの端の畔道的

な部分を歩くことは可能とみております。 

 

○９番（鈴木 利秀） 耕作に不便な農地のようですが、許可後１年間何も作付けさ

れない場合はどう対応するのですか。 

 

○事務局次長（上村 武） 耕作しなければ、耕作放棄地ということになります。 

農業委員会は毎年１回、町の遊休農地の調査を行なっておりますので、遊

休農地となっている土地につきましては、農地として復元し耕作をするよう

指導することになります。 

また、仮に耕作放棄地となってしまった場合ですが、今回の３条申請は認

められたとしても、今後３条申請があった際には、全部効率要件を満たさな

くなりますので許可することができない場合が考えられます。 

 

○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） 
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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。 

 

（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ですが、この案件は伊藤 幸雄委員に関連する案件なので、

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伊藤委員は審議に

加われません。したがって伊藤委員には議案の審議が終了するまで退室して

いただきます。  

 

（伊藤委員退室） 

 

○議長（芝野 茂） それでは、改めて議案第１号整理番号４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（湯原 国夫） 整理番号４ 権利は所有権移転で有償、農地の所在は安

食字大洲、地目は現況が田、公簿が畑、農振区分は農用地内、面積は４７９

㎡の１筆でございます。 

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、譲渡人が兼業化による縮小、譲受人が隣接農地

の取得でございます。 

位置につきましては参考資料５をご覧ください。 

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いたします。 

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号には該当いたしません。 

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、申請地とその周辺は水田地帯で

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。安西委員お願いします。 

 

○６番（安西 操） この水田につきましては位置的に町のいちばん端のほうにあり、

用水もなく水をいれるのに不便で休耕にしていたようです。そこで、となり

の水田を耕作している譲受人が売買を申し出で今回の申請になったものです。

譲受人につきましては、機械の所有状況等からみて耕作に問題はないと思い

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。 

 

○４番（野中 清一） ただいまご説明がありましたが、現地調査したところ、よく

管理されておりました。何ら問題はありません。ご審議よろしくお願いいた

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。 

 

○９番（鈴木 利秀） 場所はどの辺ですか。 
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○事務局次長（上村 武） 豊年橋を越えた川の向うになります。旧本埜村との境に

近い所で長門川の土手沿いになります。 

 

○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。 

     事務局職員は伊藤委員に入室を促してください。 

 

（伊藤委員入室） 

 

                                       

○議長（芝野 茂） 次に議案第２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。 

 

○事務局長（湯原 国夫） 議案第２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と整理番号２は借受人が同じで関連する案件でございますので

一括してご説明させていただきます。 

整理番号１ 権利は使用貸借権の設定、農地の所在は興津字上原、地目は

現況、公簿とも畑、農振区分は農用地内、面積は３７０㎡の１筆でございま

す。 

貸付人等は議案書でご確認願います。 
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貸借期間は平成２７年６月１日から平成３７年１月３１日までとなってお

ります。 

続きまして、整理番号２ 権利は使用貸借権の設定、農地の所在は興津字

水海道、地目は現況、公簿とも畑、農振区分は農用地内、面積は３９０㎡の

１筆でございます。 

貸付人等は議案書でご確認願います。 

貸借期間は平成２７年６月１日から平成３７年１月３１日までとなってお

ります。 

位置につきましては参考資料６をご覧ください。 

本件は、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りを目的として申

請のあったものです。 

     借受人はご存知のとおり、昨年から興津地区で農業経営を開始している農

業生産法人で、果樹栽培を行っております。昨年借りた農地へのブルーベリ

ー作付けが終わったことから、更に農地を借り入れ規模拡大を目指すもので

あります。 

契約内容ですが、貸借期間は約１０年です。果樹栽培は生産が軌道に乗る

まで時間がかかり経営が安定しないこと、これらの農地がこれまで有効に活

用されておらず、いわゆる遊休農地であったことなどを考慮し、今回の契約

は小作料を設定しない使用貸借権の設定という形を取っております。 

     またこの法人は昨年、町の認定農業者に登録されております。今後も規模

拡大を目指す意欲もあることから、今回の利用集積計画は町で定める農業経

営基盤の強化に関する基本的な構想に適合すると思われます。 

     また、同法人の営農状況、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） 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。 
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○１３番（伊藤 幸雄） きれいに刈り込みされておりましてブルーベリーの植えら

れる状態になっておりました。特に問題はないと思います。 

 

○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２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２号整理番号１については承認されました。 

次に議案第２号整理番号２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２号整理番号２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３号 農地法第３条第２項第５号に規定する農業委

員会が定める別段の面積について、を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

 

○事務局長（湯原 国夫） 議案第３号 農地法第３条第２項第５号に規定する農業

委員会が定める別段の面積について、平成２７年度下限面積（別段の面積）

を次のとおり設定することについて審議を求める。 

（１）農地法施行規則第１７条第 1項の適用について 
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方針 現行の下限面積（別段の面積）５０アールの変更は行わない。 

理由 ２０１０年農林業センサスで、管内の農家で５０アール以上の農地

を耕作している農家が全農家数の８割を超えているため。 

（２）農地法施行規則第１７条第２項の適用について 

方針 現行の下限面積（別段の面積）５０アールの変更は行わない。 

理由 管内の耕作放棄地率は２パーセントと低い現状であるため。 

農地の売買や貸し借りに関しましては、農業経営基盤強化促進法によるも

ののほかは農地法の許可を要することとされています。 

     農地法第３条第２項にはその許可の際の基準が定められていますが、その

中の第５号に譲受人や借受人の農業経営面積が許可後５０アール以上あるこ

というものがあります。この面積のことを下限面積といいまして５０アール

を基準に各市町村農業委員会が地域の実情などを考慮して見直すことができ

ることになっています。 

以上の趣旨から平成２７年度の栄町の方針をご検討いただくものでござい

ます。議案書の次のページをご覧いただきたいと思います。これは平成２５

年４月１日現在千葉県内で下限面積を５０アール以下に変更している市町村

のデータです。さらに次のページの県の地図で黒色に塗られているのが変更

している市町村を示したものでございます。これを見ると変更しているのは

過疎化により農業の担い手が極端に減り荒廃農地の割合が高い県南部と、東

京に近い都市部に限られ、印旛、香取、海匝、山武地区など農業生産の盛ん

な地域ではすべて５０アールの基準を変更していないことがわかります。 

これらの状況と農業の統計資料である農林業センサスの経営耕地面積規模

別農家数などから、本年度も下限面積の変更はなしとしてご提案するもので

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 農地法第３条第２項第５号に規定する農業委員会が定める別段
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の面積について、を原案のとおり決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３号 農地法第３条第２項第５号に規定する農業委員会が定

める別段の面積について、は原案のとおり決定されました。 

 

                                       

○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５回総会を閉会します。 

 

                                        

                             午後４時１０分閉会 

 


