
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

平成２７年第１０回 

 

 

栄町農業委員会総会議事録 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

栄町農業委員会 



 1 

１ 開催日時  平成２７年１０月２２日（木）午後３時００分から４時１５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 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決

定について 

議案第３号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用

配分計画（案）に対する意見について 

報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

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 

 産業課班長 由井 茂 

                                       

◎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１０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、１３番 伊藤 幸雄委員、１番 糸川 昇一委員に

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（湯原 国夫） それではご説明いたします。  
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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 権利は所有権移転で有償、農地の所在は四ツ谷字反高、地目

は現況公簿とも畑、面積は３５７㎡の１筆、譲渡人、譲受人は記載のとおり

でございます。申請事由は譲渡人は相手方の要望、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１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、申請地は道路や宅地、雑種地

等で分断された狭い土地であり、譲受人は許可後露地野菜を作付けする計画

なので問題ないと思われます。 

以上、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） この場所は地目は畑ということでございますが、竹がかなり
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はえております。借受人は重機を所有しておりますので、許可後すぐに畑に

する考えのようです。 

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、２班現地調査の結果を報告願

います。 

 

○１０番（川上 重敏） 現地を見てまいりました。この場所はハウスがあり、竹も

はえておりますが、整備すれば畑にすることは可能だと思います。 

     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１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） 次に報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につ

いて、を議題とします。 

整理番号１から整理番号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） ご説明させていただきます。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、次のとお

り通知があったことを報告します。整理番号 1 から整理番号３はすべて関連
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する案件であることからまとめてご説明させていただきます。 

整理番号１ 農地の所在は須賀字上新田、地目は現況公簿とも田、農振区

分は農用地内、面積は３，０００㎡、他１２筆、合計３０，４１６㎡、貸付

人、借受人は記載のとおりでございます。 

解約申入日、解約成立日、土地引渡日、解約通知日は、全て平成２７年 

１０月１日、解約形態は合意解約、解約事由は農地中間管理事業を活用する

ためとなっております。 

次に整理番号２ 農地の所在は安食字下埜、地目は現況公簿とも田、農振

区分は農用地内、面積は１，２６７㎡、他５筆、合計１１，８７０㎡、貸付

人、借受人は記載のとおりでございます。 

解約申入日、解約成立日、土地引渡日、解約通知日は、全て平成２７年 

１０月１日、解約形態は合意解約、解約事由は農地中間管理事業を活用する

ためとなっております。 

次に整理番号３ 農地の所在は須賀字林下、地目は現況公簿とも田、農振

区分は農用地内、面積は３，０００㎡、他４筆、合計１３，７９９㎡、貸付

人、借受人は記載のとおりでございます。 

解約申入日、解約成立日、土地引渡日、解約通知日は、全て平成２７年 

１０月１日、解約形態は合意解約、解約事由は農地中間管理事業を活用する

ためとなっております。 

この３件とも貸し手、借り手が話し合いの結果、双方合意のうえ契約を解

除し、農地を貸付人に返すということで、その旨を書面で農業委員会に通知

してきたものであります。 

これらの農地は関しては、貸付人が農業者年金の経営移譲年金を受給する

ため、これまで後継者に貸し付けてきた農地です。 

このたび、農地中間管理事業を活用して新田地区の大規模経営農家に農地

を集約することになり、これらの農地も対象となったため、後継者と交わし

ていた使用貸借契約を解約し一旦自作地に戻したあと、農地中間管理機構で

ある、公益社団法人千葉県園芸協会に預け、その後改めて担い手農家に貸し

付けるものであります。 

     以上、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。これら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
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たら挙手を願います。 

 

（発言なし） 

 

○議長（芝野 茂） 特にご質問等がないようなので、以上で報告第１号を終わりま

す。 
 

                                       

○議長（芝野 茂） 次に議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画の決定について、を議題とします。 

     なお、議案第２号及び議案第３号については、加藤 佳司委員に関連する

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加藤

委員は審議に加われません。したがって加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。 

 

（加藤委員 退室） 

 

○議長（芝野 茂） それでは、改めて議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づ

く農用地利用集積計画の決定について、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）議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画の決定について、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 農地の所在は須賀字上新田、地目は現況公簿とも田、農振区分

は農用地内、面積は２,２６６㎡、他２７２筆、合計４１７,５１８㎡、権利

種別は農地中間管理権の取得、貸付人の住所、氏名は記載のとおりで、合計

は４３名です。内訳は新田区２６名、新田以外の町内者１５名、町外者２名

となっております。 

ご存知のとおり農地中間管理事業は、農地を農地中間管理機構である、公

益社団法人千葉県園芸協会に一旦預け、その後改めて担い手農家に貸し付け

るというものであります。 

本案件は、まず事業に賛同した農家の農地を千葉県園芸協会に一旦預け、
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借り手を探してもらう、いわゆる白紙委任の手続きであります。 

なお、この白紙委任には、農地法を使う方法と農業経営基盤強化促進法に    

よる方法がありますが、千葉県園芸協会では農業経営基盤強化促進法による

方法を採用しています。 

以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。 

 

○事務局次長（上村 武） 補足と資料の訂正について説明させていただきます。 

     議案第２号の資料の右側の欄に、１０ａあたりの賃借料１．５俵相当額と

記載してございますが、正しくは２俵相当額となりますので訂正をお願いい

たします。 

相当額につきましては、前年度の９月現在の農協の買取り価格を基に、そ

の年の賃借料を決める形になっておりますので、今回は昨年の価格を使い、

来年は今年の価格を使うことになります。 

     今回の賃借料は２俵相当額ということになりましたが、今後の賃借料につ

いては地権者と千葉県園芸協会を交えて検討していくもので、１回契約をす

ると１０年間変更できないものではございませんので、関係者協議のうえ変

更は可能と伺っております。 

     今回、前のパネルに本案件の航空写真を貼ってありますが、千葉県園芸協

会に貸し出すものを赤く色塗りしてございます。新田地区を中心に若干、須

賀地区、安食地区も入っており、全体で４１７，５１８㎡となります。 

     色が塗られていない部分についても今後、地権者の同意が得られれば中間

管理事業に取り込んでいくことになると思います。 

     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２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定に

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。 
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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 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画

の決定について、については原案のとおり決定しました。 

 

                                       

○議長（芝野 茂） 次に議案第３号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づ

く農用地利用配分計画（案）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。 

 

○事務局長（湯原 国夫）議案第３号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づ

く農用地利用配分計画（案）に対する意見について、農地中間管理事業の推

進に関する法律第１９条第３項の規定に基づき、下記農用地利用配分計画に

ついて意見を求める。 

整理番号 1 から整理番号４はすべて関連する案件であることから、まとめ

てご説明させていただきます。 

整理番号１ 農地の所在は須賀字長田、地目は現況、公簿とも田、農振農

用地内、面積３,０００㎡、他１１６筆、合計１７４,２８０㎡でございます。 

権利種別は賃貸借権の設定で、期間は１０年間となっております。 

     貸付人、借受人等は記載のとおりでございます。 

次に、整理番号２ 農地の所在は須賀字上新田、地目は現況、公簿とも田、

農振農用地内、面積２,２６６㎡他６０筆、合計１１３,２４７㎡でございま

す。 

権利種別は賃貸借権の設定で、期間は１０年間となっております。 

     貸付人、借受人等は記載のとおりでございます。 

次に、整理番号３ 農地の所在は安食字下埜、地目は現況、公簿とも田、

農振農用地内、面積２,６４０㎡、他５６筆、合計８８,７７０㎡でございま

す。 

権利種別は賃貸借権の設定で、期間は１０年間となっております。 

     貸付人、借受人等は記載のとおりでございます。 

次に、整理番号４ 農地の所在、安食字下埜、地目は現況、公簿とも田、
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農振農用地内、面積４１０㎡、他３７筆、合計４１,２２１㎡でございます。 

権利種別は賃貸借権の設定で、期間は１０年間となっております。 

     貸付人、借受人等は記載のとおりでございます。  

以上４件とも、公益社団法人 千葉県園芸協会が、貸し人と借り人の間に

入って農地をあっせんする、転貸人となっております。 

     また、借受人は４人とも町の認定農業者に登録されている地域の担い手農

家であり、その耕作状況、農機具の所有状況、農作業に従事する者の数等か

らみて、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、説明とさせていただきます。 

 

○事務局次長（上村 武） 補足等の説明をさせていただきます。 

     まず、議案第２号と同様に１０ａあたり賃借料を２俵相当額に訂正をお願

いいたします。 

     次に前のボードの航空写真をご覧いただきたいと思います。 

     議案第２号では、千葉県園芸協会へ貸し出す白紙委任の農地を赤く色塗り

しましたが、議案第３号では、この農地を４色に色塗りしてございます。 

     これは４人の担い手ごとに色分けをしてあり、黄色は整理番号１の方、赤

色は整理番号２の方、緑色が整理番号３の方、水色が整理番号４の方となり

それぞれに農地が配分されております。 

     この配分計画により、耕作者ごとの農地がまとまったものとなり、耕作し

やすくなり効率化が図れると思います。 

     中間管理事業の補助金の地域集積協力金につきましては、地域内の農地の 

    ６０％に近い農地を貸し付けることができましたので、この割合に対し地域

に協力金が交付される見込みです。 

     この他に、この貸付けにより、小さい農家の方など農業をリタイアされる

方に対しては経営転換協力金が交付される見込みです。 

     また、担い手への農地集積に協力者に対して耕作者集積協力金が交付され

るものでございます。 

     概算ですが、この３つの協力金として二千万円程が交付される見込みです。 

こちらについては今後精査いたしまして、補正予算を組み、町から対象の方
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に交付することになります。 

以上、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。 

 

○８番（葛生 康雄） この補助金の制度はいつまで続きますか。 

   

○産業課班長（由井 茂） 農地中間管理事業は法律に基づき続いて行くと聞いてお

りますが、協力金につきましては、国の要綱で定めらおり、３年間は交付す

ると言っておりますが、いつまで続くか明確には示されておりません。 

     また、３つの協力金のうち、地域集積協力金につきましては、来年度以降

段階的に１０ａ当りの単価を下げて行く方針は出ております。 

 

○８番（葛生 康雄） 先ほど地域内の農地の６０％に近い農地が集積できたと聞き

ましたが、残り４０％の方も今後この事業へ参加はできますか。 

 

○事務局次長（上村 武） 参加できます。 

 

○産業課班長（由井 茂） 協力金につきましてもプラスαで交付されることになり

ます。ただ担い手が借り受けるかどうかは協議が必要です。 

 

○議長（芝野 茂） 他に発言のある方は挙手を願います。 

 

○３番（大野 久男） 相続していない農地を貸す場合は、どのような手続が必要に

なりますか。 

 

○事務局次長（上村 武） 基本的には相続をしないと貸し付けはできません。今回

の新田地区でも未相続のため手続きがまだ出来ない方もおります。 

     ただし、相続人の過半数の同意があれば、賃貸借期間を５年間と短くして

中間管理機構に預けることは可能のようです。 

 

○議長（芝野 茂） 他に発言のある方は挙手を願います。 
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（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 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用配分計

画案について、町に対し、意見なしとして回答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、農業委員会として意見がない旨回答するこ

とに決定しました。 

    事務局職員は加藤委員に入室を促してください。 

 

（加藤委員 入室） 

 

                                       

○議長（芝野 茂） 次に報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出

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） 報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による届

出について、次のとおり受理したことを報告する。 

整理番号１ 権利は所有権移転、農地の所在は安食字谷前、地目は現況公

簿とも畑、農振区分は農用地外、面積は３４６㎡の１筆、譲渡人、譲受人は

記載のとおりです。形態は転用、用途は宅地、受理年月日は平成２７年９月

２４日でございます。 

位置につきましては参考資料２でご確認願います。 

本件は市街化区域内の農地について、住宅用地を目的とした転用届出があ

ったため、現地を確認のうえ専決処分したものでございます。 

     議案書の参考資料２をご覧ください。 

場所はＪＲ安食駅から利根川方面へ約９００メートル行った所でございま

す。 
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周辺はほぼ宅地化されており、今回の農地を宅地へ転用したとしても、他の

農地への悪影響はないと思われます。 

     以上、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） 特にご質問等がないようなので、以上で報告第２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。 

 

（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１０回総会を閉会しま

す。 

 

                                        

                             午後４時１５分閉会 

 


