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１ 開催日時  平成２７年６月１８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（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 「平成２６年度栄町農業委員会活動計画の点検・評価」及び 

「平成２７年度栄町農業委員会活動計画」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００分開会 

○議長（芝野 茂） ただ今より、平成２７年第６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、５番 大野 博委員、６番 安西 操委員にお願い

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 権利は所有権移転で有償、農地の所在は麻生字馬場、地目は

現況、公簿とも畑、面積は３．９６㎡他１筆、合計８２．９６㎡でございま

す。 

譲渡人、譲受人は記載のとおりです。 

申請事由につきましては譲渡人が高齢のため、譲受人は隣接農地の取得と

なっております。 

位置につきましては参考資料１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。 

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、申請地の周囲は譲受人の畑であ

り、許可後大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。麻生委員お願いします。 

  

○１２番（麻生 新治） この申請地については譲受人の所有地に隣接する土地で、

譲受人が使用していたようです。 
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譲渡人については高齢のため、元気なうちに、農地の整理をしたいとの考

えがあり、双方で話しあった結果、譲受人に売買することとなったものです。 

周りの土地はほとんど、譲受人の所有地のため譲受人が取得するのが一番

良いと思います。 

さきほど事務局から説明がありましたが、これから大豆をつくる計画との

こと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、２班現地調査の結果を報告願

います。 

 

○９番（鈴木 利秀） 現地調査をしてまいりました。１畝に満たないような土地で

したがきれいに耕されていました。 

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と３については関連する案件なので一括して事務局の説明

を求めます。 

 

○事務局長（湯原 国夫） 整理番号２と整理番号３は借受人が同じなので一括して

ご説明させていただきます。 
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整理番号２ 権利は賃貸借、農地の所在は酒直字宮前、地目は現況、公簿

とも畑、面積は１３６㎡他５筆、合計６筆で４１０４㎡でございます。 

貸付人、借受人は記載のとおりです。 

申請事由は貸付人が経営の規模縮小、借受人が規模拡大となっております。 

続きまして、整理番号２ 権利は賃貸借、農地の所在は酒直字宮前、地目

は現況、公簿とも畑、面積は５７１㎡の１筆でございます。 

貸付人、借受人は記載のとおりです。 

申請事由は貸付人が規模縮小、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

たものです。借受人は現住所が成田市となっていますが、当人は栄町で幼尐

期を過ごしております。成人後に成田市の農家の娘さんと結婚、その経営を

引き継ぎ、また本人も農業の専門学校で学び、大規模な農業法人で知識と実

務経験を積んでおり、今後は専業農家としてやっていきたいとのことです。   

また借受人は成田市においても、青年等就農計画が認定され、農業経営基

盤強化促進法により農地を借り受け規模拡大を図るなど意欲のある農業者と

言えます。 

次に農地法第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号には該当いたしません。 

次に同項第５号の耕作面積制限ですが、今のところ栄町に耕作地はもって

おりませんが、成田市において５０アールを超える耕作を行なっており問題

はありません。 

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
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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、ネギ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） 現地調査を行っておりますので、２班現地調査の結果を報告願

います。 

 

○９番（鈴木 利秀） ４反歩以上ありますが、いまのところ、トウモロコシを植え  

    てありまして、非常にきれいになっております。 

事務局の説明でありましたが、意欲のある農業者ということなので問題な

いと思います。 

 

○事務局次長（上村 武） 局長の説明で成田市において５０アール以上耕作してい

るとの説明がありましたので、詳細について説明いたします。 

     現在、この方は、田んぼが３，４７５㎡、畑が９，２７２㎡うち借受けが

５，４８５㎡、あわせまして１２，７４７㎡の経営を行なっております。 

     以上でございます。 

 

○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。 

次に議案第１号整理番号３を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。 

     

                                       

○議長（芝野 茂） 次に議案第２号 「平成２６年度栄町農業委員会活動計画の点

検・評価」及び「平成２７年度栄町農業委員会活動計画」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２号 平成２６年度栄町農業委員会活動計画の点

検・評価」及び「平成２７年度栄町農業委員会活動計画」について、平成 

２６年度栄町農業委員会活動計画の点検・評価」及び「平成２７年度栄町農

業委員会活動計画」について審議を求める。 

本件は、平成２６年度に策定した栄町農業委員会活動計画の点検と評価を

行い、あわせて平成２７年度の活動計画を決定するものであります。 

この計画については、平成２１年１月２３日付けで農林水産省経営局長よ

り出された農業委員会の適正な事務実施についてという通知がもとになって

おり、この中で、点検・評価及び活動計画等の策定という項目で農業委員会

は活動の点検・評価、及び目標とその達成に向けた活動計画の策定を行うも

のとするとされており、当委員会でも毎年計画を策定しているものでござい

ます。 

詳細については次長より説明申し上げます。 

 

○事務局次長（上村 武） まず、平成２６年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価案についてご説明します。 

お手元の議案書を一枚めくっていただき、別紙様式１と書いてあるページ

をご覧ください。この１ページから１０ページにかけてが昨年度の点検と評

価であります。 

１ページの法令事務に関する点検をご覧ください。これは農業委員会総会

の開催告知や議事録の作製、公表などの点検についてであります。当委員会

では総会の開催告知や議事録の公表をホームページ上でしておりますので、
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評価としてはそれぞれ、周知、作製、公表しているとしました。 

２ページは農地の権利移動や転用申請の処理方法、及びそれらに対する農

業委員会の審査の在り方や審議の透明性、公正性を点検するものであります。

事実関係の確認では、地元農業委員が調査するとともに複数の農業委員と事

務局で現地調査を行っているとしました。 

また総会での審議に関しては、法令、基準に基づき判断根拠を説明し、 

１件ごと審議しているとしました。 

申請を受理してからの処理期間については、農地法３条については３０日、

４・５条の転用については６０日を標準処理期間と定めておりますが、実際

の処理期間の平均はそれぞれ１２日とかなり短縮しております。 

また総会での審議結果の公表については、議事録に記載のうえホームペー

ジに掲載しております。 

３ページは農業生産法人に関すること、情報の提供に関することでありま

す。町内における農業生産法人は３法人であり、うち２法人から報告があり

ました。残りの１法人は平成２６年度内に初めて許可したものであり報告の

必要はありません。 

情報の提供については、窓口やホームページで農地の賃借料情報を公開し

ています。また農地基本台帳については電算処理により整備しております。 

４ページはその他の法令事務であります。農業経営基盤強化促進法による

農用地利用集積計画については年間７件を審議し、結果としてすべて決定と

しております。次の農地法の許可を要しない土地の証明願は申請がありませ

んでした。 

     次に６ページ、７ページですが、こちらは遊休農地に関する措置に対する

評価であります。ここでお配りした資料に誤りがありましたので、訂正をお

願いいたします。 

     ６ページの２の、平成２６年度の目標及び実績で、実績②の欄が３ｈａと

なっておりますが、これを、マイナス１ｈａと訂正をお願いします。さらに

その右の達成状況の欄が２３．０８％となっていますが、これを、マイナス

７．６９％に訂正をお願いします。 

     昨年秋に農業委員の皆様のご協力を得て実施した農地利用状況調査の結果、

管内の遊休農地面積は前年より１ｈａ増加し２６ｈａとなっております。こ

の結果栄町の農地全体に占める割合は１．７０％から１．７７％に増加して

います。昨年秋の調査以降も興津地区で農業生産法人が遊休農地の解消に尽
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力してくれているものの、いまだかなりの遊休農地が存在しており、今後も

農家への啓蒙活動・指導活動を強化し、新規発生を防止する必要があります。 

８ページからは、促進等事務に関する評価であります。これらは法令事務

ではありませんが、農業委員会として積極的に促進することが求められてい

る事務です。 

     まず８ページは担い手農家の育成や確保に関する評価です。 

     認定農家数は１増えて２７経営体となりました、今後はさらに認定農家を

育ててゆくとともに、農業経営の法人化についても援助してゆく必要がある

と考えます。 

     ９ページは担い手への農地の利用集積です。平成２６年度の目標は４ｈａ

でしたが実績は３．０７ｈａとなっております。今後も意欲ある担い手への

利用集積を推進するよう啓蒙活動、あっせん活動を展開してゆく必要があり

ます。 

     １０ページは違反転用への対応に関する評価です。 

違反転用については発生を防止することに重点を置き啓蒙活動と監視活動

を行ってゆく必要がありますので、農業委員皆様のご協力を今後ともお願い

いたします。 

以上が平成２６年度の活動の点検と評価であります。 

 次に、平成２７年度の目標及びその達成に向けた活動計画案についてご説

明します。 

１１ページは遊休農地に関する措置であります。昨年度は目標を達成でき

なかったため、今年度はより一層遊休農地解消へ向けて活動を強化しなけれ

ばならないと考え遊休農地解消面積の目標は全体の半分である１３ｈａとし

ました。具体的計画としては１０月に農業委員皆様のご協力をもとに農地利

用状況調査を実施し実態把握します。その後所有者や耕作者に対し働きかけ

を行います。また担い手農家への農地のあっせんを通じて遊休農地の解消を

図ります。 

１２ページは認定農業者等担い手の育成及び確保であります。 

本年度は地域農業の担い手となる認定農業者の２経営体増加を目指します。

具体的には町産業課や印旛農業事務所と協力して、意欲ある農業者の発掘、

育成を図り認定農業者へ誘導します。 

１３ページは担い手への農地の利用集積であります。 

これまでの年度目標は例年４ｈａ前後でしたが、本年度は新田地区で中間
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管理事業を活用した大規模な利用集積の計画があることから、集積目標を 

３５ｈａとしました。今後とも農地中間管理機構への農地の委任及び認定農

家へのあっせんなどを進めてまいります。 

最後に１４ページは違反転用への対応であります。 

違反転用農地の解消に向け活動してゆくとともに、残土等の不法投棄防止

に向けた監視活動を強化します。また農家への広報活動を通じて違反転用の

発生防止を図ります。 

以上で説明を終わります。ご審議のほど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。 

 

○５番（大野 博） 現在の違反転用の状況と違反転用解消への取り組みについて説

明をお願いします。 

 

○事務局次長（上村 武） 現在の違反転用の状況につきましては、安食地区で１箇

所、布鎌地区で１箇所ございます。 

安食地区の違反転用は、田んぼの一部を埋立て、コンテナハウスを置いて

いるものです。現在、県と協議を行ない口頭での指導をしているところです。 

違反転用者への対応方法につきましては、農業委員会での口頭での指導、

文書での催告を行ない、改善がされない場合、県から文書催告を行ない、最

後は、県から警察へ告発して行政処分を行なうという流れになります。 

布鎌地区の違反転用については、一時転用の許可を取り資材置場としてい

たものですが、許可終了後に農地に復元せずそのまま資材置場としているも

のです。現地は県にも見てもらっており、再度申請をすれば追認の可能性も

ございます。所有者が町外の方のため話をする機会がなかなかありませんで

したが、今後所有者と接触し対応して行きたいと思います。 

 

○３番（大野 久男） 遊休農地の関係ですが、すぐに農地に復元できるような遊休

農地については、地権者に対して中間管理機構へ預けることを勧めることは

できませんか。尐しは遊休農地の解消になるのでは。 

 

○事務局次長（上村 武） 千葉県農地中間管理機構では、事業開始前には遊休農地
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も機構で借り受け、整備を行ない、受け手に貸し付けを行なうという説明が

ありましたが、実際には借り手がつかないような農地については、機構は借

り受けないというように変わってしまっており、町が借り手を探し、貸し手

とセットで中間管理機構へ申込みをすることになっております。 

     このため復元が難しいような遊休農地については、中間管理機構への貸し

付けは難しいと思いますが、すぐに耕作再開が可能な遊休農地については、

町でも借り手を探し遊休農地の解消に努めてまいります。 

 

○３番（大野 久男） 高齢化等により、特に畑については、草刈りだけをして、作

付けをしていない農地がかなりあると思います。このような遊休農地の予備

軍についても、今のうちに対策を講じなければならないと考えます。 

 

○事務局次長（上村 武） 対策の一つになるのかと思いますが、今年度の４月から

全国農地ナビによる農地情報の公開が始まっております。インターネットを

利用して、全国の農地の航空写真がみられ、土地の所在・地番、地目、地籍、

遊休農地かどうかなどが見られるようになっております。 

また、農業委員会の窓口においても情報の公開を行なっております。 

     今回の議案第１号の整理番号２・３については、畑を借りたいと町に相談

があり、耕作されていない土地について、この情報公開制度を利用して情報

を公開しております。これにより借り受け者が実際に農地を見て今回の申請

に至ったものです。 

      

○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） 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 「平成２６年度栄町農業委員会活動計画の点検・評価」及び「平

成２７年度栄町農業委員会活動計画」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） 
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○議長（芝野 茂） 挙手全員 

よって議案第２号について、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６回総会を閉会します。 

 

                                        

                             午後４時１０分閉会 

 


