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１ 開催日時  平成２７年９月２４日（木）午後４時００分から５時０５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 

議案第３号 平成２７年度遊休農地に関する対策の取り組み強化につい   

      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４時００分開会 

○議長（芝野 茂） ただ今より、平成２７年第９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、１１番 加藤 佳司委員、１２番 麻生 新治委員

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（湯原 国夫） それではご説明いたします。  

議案第１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、
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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意見を求める。 

整理番号１ 農地の所在は曽根字曽根、地目は現況公簿とも田、農振区分

は農用地内、面積は３，３５４㎡の１筆、申請人は記載のとおりです。 

形態は一時転用、用途は畑、申請事由は農地造成、畑への転換後はトマト

栽培の予定となっております。 

位置につきましては参考資料１でご確認願います。 

本件は現在、田として水稲を作付けしている農地に土砂を入れ、畑にする

ため農地を一時転用するというものであります。 

     ここでまず、今回なぜ農地法第４条の転用許可申請をしたのかご説明いた

します。ご存知のとおり農地を農地以外のものにすることを、転用と言い、

農地法で事前に許可を取ることが必要とされています。 

今回の申請は田を畑にするだけで一見転用には当たらないように感じます

が、農地造成の場合は埋め立てに使用する土砂の種類とその工事規模によっ

て工事期間中は一時転用許可が必要になりますので注意が必要です。 

まず土砂の種類ですが、さまざまな土木工事等で発生したいわゆる、工事

残土やコンクリートガラや石などが混ざった土で農地を埋め立てようとする

場合は規模の大小にかかわらず工事の期間中は一時転用となります。逆に、

山から切り出した土砂など優良な土を農地に入れる場合は転用許可が不要と

なりますが、たとえ優良な土砂を使っても高さが１メートル以上または工事

の期間が３カ月を超えるものは一時転用にあたります。 

今回の場合は土砂は比較的優良な物とのことですが、工事に伴って発生す

る土砂であり、農地転用許可が必要となりました。また今回の工事は県の残

土条例で定める申請基準の３，０００㎡を超えているため農地法の申請と並

行して、県への特定事業申請も進めています。 

     それでは農地法第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号についてですが、申請

地の立地基準上の区分は農振農用地区域内農地であり、周辺の農地の広がり

などから見て、第１種農地であると考えます。 

     第１種農地は原則的に農地転用が許可されない農地ということになります

が今回の場合、農地の耕作者が農地の生産性向上を図るため農地造成をする

というものであり、工事終了後は農地に復元、耕作する旨の誓約書も添付し
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ていることから許可は可能であると考えます。 

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、農作業の効率化、今後建設予定のビニ

ールハウスの維持管理等を検討した結果、今回の土地を選定したとのことで

あります。 

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融資証

明書等から問題ないと思われます。 

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、埋め立ての高さが

工事後に隣接する道路より低く、また排水路に隣接する側には仮設排水路を

設置する計画であることなどから、土砂の流出等はないと思われます。また

隣接農地の所有者の同意、土地改良区との協議も済んでおり問題ないと思わ

れます。 

     次に今回の申請地はすでに農地法第３条の賃貸借権を取得しており、今回

の申請で所有権を取得するものではないので、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号には該当しません。

また工事終了後は直ちに農地に復元し、トマトの栽培の計画書や農地復元誓

約書も添付されていることから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号は問題ないと考えます。 

     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。鈴木委員お願いします。 

 

○９番（鈴木 利秀） 申請者は一日も早い工事をしたいといっておりました。事務

局の説明のとおりで、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。 
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○１３番（伊藤 幸雄） 現地を見てまいりました。特に障害になるような箇所はご

ざいませんので、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については許可相当の意見を付して進達する

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についてご説明させていただきます。 

農地の所在は北字押砂埜、地目は現況公簿とも田、農振区分は農用地内、

面積は６３２㎡のうち３００㎡の１筆、申請人は記載のとおりです。 

形態は一時転用、用途は土砂仮置き場、申請事由は農地埋立用土砂一時仮

置き場用地となっております。 

位置につきましては参考資料２でご確認願います。 

     本件は先ほどの整理番号１の工事に伴う土砂の仮置き場として農地を一時

転用するというものであります。 

     それでは農地法第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号についてですが、申請

地の立地基準上の区分は農振農用地区域内農地であり、周辺の農地の広がり
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などから見て、第１種農地であると考えます。第１種農地は原則的に農地転

用が許可されない農地ということは先ほどご説明しましたが、今回の場合、

農地の埋め立て工事に伴い大型ダンプが細い農道を走行し、道路や水路の損

傷また歩行者や他の車輌の通行の妨げ、事故等の危険性の軽減を考慮し、土

砂を一時的に仮置きしここで小型の車輌に積み替えて運搬することを目的と

したものであり、工事終了後は農地に復元することを誓約していることから

許可は可能であると考えます。 

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、今回の埋立て工事は町外から大型ダ

ンプで土砂を運ぶ計画であり、国道３５６号線に面した土地で埋め立て現場

から近距離であること等を考慮し検討した結果、今回の土地を選定したもの

で他に適当な土地が無かったとのことなので問題ないと考えます。 

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、先ほどの整理番号１でご説明し

たとおり資金計画も適正であり問題ないと思われます。 

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、まず現地の地形が

周囲の道路より低いこと、隣接する農地側は約１２メートル使用せず農地と

して残すこと、更に仮置きした土砂は滞留させず速やかに埋め立て現場に運

ぶとのことであり、土砂の流出や崩壊のおそれはないと思われます。また隣

接農地の所有者の同意、土地改良区との協議も済んでおり問題ないと思われ

ます。 

     次に、今回の申請地はすでに農地法第３条の賃貸借権を取得しており、今

回の申請で所有権を取得するものではない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号には該当しません。

また工事終了後は直ちに農地に復元し、野菜栽培の計画書、農地復元誓約書

も添付されていることから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号は問題ないと考えます。 

     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。 
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○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） 何ら問題ありません。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） この現場は国道からすぐ入ったところでございますので大

型ダンプも入りやすいと思います。特に問題ないと思います。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から整理番号４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。 
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○事務局長（湯原 国夫） 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から４は譲受人が同一のひとつの転用計画なので一括してご説

明させていただきます。 

整理番号１ 権利は所有権移転で有償、農地の所在は安食字前新田、地目

は現況公簿とも田、農振区分は農用地外、面積は１８０㎡、他３筆、合計４

筆で１，７９３㎡、譲渡人、譲受人は記載のとおりです。 

形態は転用、用途は雑種地、施設は太陽光発電パネル発電能力５００ｋｗ、

申請事由は太陽光発電施設用地となっております。 

位置につきましては参考資料３でご確認願います。 

整理番号２ 権利は所有権移転で有償、農地の所在は安食字前新田、地目

は現況が畑、公簿は田、農振区分は農用地外、面積は１５９㎡のうち１２１

㎡、他３筆、合計４筆で５３１㎡、譲渡人、譲受人は記載のとおりです。 

形態、申請事由等は整理番号１と同様です。 

整理番号３ 権利は所有権移転で有償、農地の所在は安食字前新田、地目

は現況公簿とも田、農振区分は農用地外、面積は２３４㎡、他１筆、合計２

筆で１，１２６㎡、譲渡人、譲受人は記載のとおりです。 

形態、申請事由等は整理番号１と同様です。 

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前新田、地目

は現況公簿とも田、農振区分は農用地外、面積は１１㎡、他２筆、合計３筆

で４８１㎡、譲渡人、譲受人は記載のとおりです。 

形態、申請事由等は整理番号１と同様です。 

それでは農地法第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

結果をご報告いたします。 

     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

ではありません。現地は町道を挟んで市街化区域に隣接した農地で、市街化

調整区域ではありますが宅地化の進んでいる地域であります。 

周辺にＪＲ安食駅や複数の医療機関、小学校が存在しておりますが、隣接

する道路に上下水道、都市ガスの埋設状況が第３種農地の要件を満たしてお

らず、結果として第２種農地であると判断いたします。 

     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、今回の計画はある程度まとまった面
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積が必要な太陽光発電事業であることから、他に代替できる土地が無いとい

うことで問題ないと考えます。 

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金計

画、残高証明書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、申請地は多尐の凹

凸はあるもののほぼ周辺の道路や土地と同じ高さであり、埋め立て等もそれ

ほど必要ないこと、地面は舗装せず雨水排水は敷地内に浸透させる計画であ

ることから土砂の流出等はないと思われます。 

     次に、今回の申請は太陽光発電パネルを長期にわたって設置する計画であ

ることから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） 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） 現地を見てまいりました。かなりの草が生えており遊休農

地と思われますが、これが解消されますので、地域の方には良いと思われま

す。特に問題はないと思います。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） 
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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。 

次に議案第２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２号整理番号２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。 

次に議案第２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２号整理番号３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。 

次に議案第２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２号整理番号４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。 
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○議長（芝野 茂） 次に議案第３号 平成２７年度遊休農地に関する対策の取り組

み強化について、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号についてご説明いたします。  

議案第３号 平成２７年度遊休農地に関する対策の取り組み強化について、 

    遊休農地に関する対策の取り組み強化について別紙のとおり実施することに

ついて審議を求める。 

本件は、農地法の規定に基づく遊休農地解消対策についてその方針を定め、

農業委員会が一丸となって優良農地の確保及び遊休農地の再生に取り組むも

のであります。 

 詳細については上村次長からご説明いたします。 

 

○事務局次長（上村 武） 別紙をご覧ください。 

     平成２７年度遊休農地に関する対策の取り組み強化について（案）でござ

います。 

   趣旨といたしましては、遊休農地の解消と有効利用が喫緊の課題になって

いる中、農業委員会には農地の利用状況の確認とこれに基づく利用調整活動

の強化が求められています。 

このため、栄町農業委員会は、組織運動である、農地を活かし、担い手を

応援する全国運動を踏まえ、遊休農地の解消に向けた以下の活動に積極的に

取り組むこととするものでございます。 

     管内の利用状況調査を実施いたします。調査対象農地は農振地域と農振地

域以外で面積は記載のとおりです。 

     毎年利用状況調査を行なっておりますが、今回の主な取り組み内容につい

ては別紙様式１をご覧いただきたいと思います。 

農業委員会会長名で農地の利用意向調査を行ないます。 

     委員の皆様に御協力をいただき１０月に利用状況調査を実施し、その結果

遊休農地と判定された農地の所有者に対しこの利用意向調査書を郵送し、今

後の耕作の意向を確認するものでございます。 

     意向の確認項目につきましては、５項目の中から選択をしていただきます。 

１つ目としては、農地中間管理機構を利用する、２つ目として農地利用集積
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円滑化団体が行う事業を利用する、３つ目として自ら所有権の移転または賃

貸借等の権利設定を行なう、４つ目としては自ら耕作する、５つ目としては、

その他の利用方法等を記載していただくものとなります。 

     次に利用状況調査及び利用意向調査担当者を割り振らせていただきました。 

         利用状況調査につきましては、農業委員と事務局で現地を見て回る調査と

なります。栄町全体を小学校区の４地区に分け、委員の皆様の割り振りをさ

せていただきました。 

     利用意向調査担当者につきまして、委員の皆様の住所を基に地区を割り振

りをさせていただいております。この業務につきましては、利用意向調査書

の回収等の協力をいだだくものになります。 

     利用状況調査の実施時期は、平成２７年１０月１日から１０月３１日まで

とし、結果報告を１１月末日までに行ないます。 

利用意向調査の実施時期は、利用状況調査の結果を基に、１２月１日から

翌年の１月３１日まで行ない、３月末日までに結果報告をいたします。 

     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。 

 

○３番（大野 久男） 利用意向調査で、農地中間管理機構を利用する意向があった

場合、今まで機構は遊休農地を借り受けない場合があると聞いていますがど

うなるのですか。 

 

○事務局次長（上村 武） この意向調査は国から適切に実施するよう指導されてお

りますので、農地中間管理機構を利用する意向があった場合には、どんな土

地であろうが、いったんは機構に預かっていただくことになります。 

    機構は、農地の管理を行ないながら３年間は借り手をさがし、この間に借り

手がいなかった場合は返却することになります。 

 

○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） 
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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３号 平成２７年度遊休農地に関する対策の取り組み強化について、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号については原案のとおり決定しました。 

 

                                       

○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９回総会を閉会します。 

 

                                        

                             午後５時０５分閉会 


