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１ 開催日時  平成２７年１１月１９日（木）午後３時００分から３時５０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 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 

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１１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、２番 岡戸 清志委員、３番 大野 久男委員にお

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と整理番号２については譲渡人が同じ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） 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と整理番号２については譲渡人が同じなので一括して説明させ

ていただきます。 

整理番号１ 権利は所有権移転で無償、農地の所在は興津字道面、地目は

現況公簿とも田、農振区分は農用地内、面積は５０９㎡の１筆、譲渡人、譲

受人は記載のとおりでございます。申請事由は譲渡人が耕作地が遠地のため

贈与する、譲受人は規模拡大でございます。 

続きまして、整理番号２ 権利は所有権移転で無償、農地の所在は興津字

後谷津、地目は現況公簿とも田、面積は４２６㎡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、譲渡人は耕作地が遠地のため贈与

する、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。対価の支払いが無いので贈与ということになります。 

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、譲受人は許可後引き続き水稲を作付けする計画なので問題ないと思
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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。麻生委員お願いします。 

      

○１２番（麻生 新治） 整理番号１と整理番号２については贈与ということですが、

譲渡人、譲受人の３名につきましては親戚関係でございまして、何十年も前

から受託耕作をしていたものです。今後も引き続き水稲を作付けするという

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、３班現地調査の結果を報告願

います。 

 

○３番（大野 久男） 整理番号１と整理番号２について現地調査をしてまいりまし

た。担当委員より説明のあったとおり、以前より受託耕作していた土地であ

ります。きれいに耕作されており、周辺に何ら影響ないと思われます。 

     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。 

 次に議案第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。 

 



 5 

（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。  

整理番号３ 権利は所有権移転で有償、農地の所在は押付字上、地目は現

況公簿とも田、農振区分は農用地内、面積は４４９㎡他１筆、合計９０８㎡、

譲渡人、譲受人は記載のとおりでございます。申請事由は譲渡人が兼業に伴

う規模縮小、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２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、譲受人は許可後引き続き水稲

と芋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。 
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○議長（芝野 茂） 続いて担当委員の説明を求めます。岡戸委員お願いします。 

 

○２番（岡戸 清志） この申請地の田は、譲受人の所有する田の隣にあり、以前か

ら譲受人が作付けしており、今後も水稲を作付けする計画なので問題ありま

せん。畑につきましても、譲受人の家の隣に位置し、きれいに管理されてお

りますので何ら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、３班現地調査の結果を報告願

います。 

 

○３番（大野 久男） 整理番号３について、現地調査してまいりました。 

     田については、以前から受託耕作されていたということで、畑については

屋敷の隣地できれいに栽培されておりました。近隣にも影響ないことを確認

してまいりました。 

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３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 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。 
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     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 農地の所在は請方字下請方、地目は現況公簿とも田、農振区分

は農用地内、面積は２,２０７㎡、他４筆、合計１１,８４１㎡、権利種別は

農地中間管理権の取得、貸付人、借受人等は記載のとおりです。 

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、

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、説明とさせていただきます。 

 

○事務局次長（上村 武） 事務局から補足説明をさせていただきます。今回の農地

中間管理権の取得につきましては、先月行いました新田地区の中間管理権の

取得また配分計画と関連する案件でございます。 

前回、相続等の手続きのため間に合わず１ヶ月ずれてしまった案件でござ

います。新田地区の案件でなぜ請方の農地が関係あるのがですが、一人目の

貸付人は新田地区の方ですが１筆だけ請方に田んぼを所有しており、経営転

換協力金をもらうためには 

    全部の田んぼを農地中間管理機構に貸し出して、借り手がつかないと経営転

換協力金がもらえないということになります。 

請方の土地については飛び地のため借り手がつくのを待っていましたが、

請方地区の担い手農家の方が借り手になっていただけることとなり、今回の

議案に提出したものでございます。 

二人目の貸付人の方につきましては、所有者が最近亡くなり相続の手続き

が前回には間に合わなかったものです。 

以上でございます。 
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○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） 地区によって賃借料に違いがあるようですが、１０アールあ

たりの賃借料はどのように設定されていますか。 

 

○事務局次長（上村 武） 賃借料につきましては特に制限はありません。貸し手が

出した条件に合った方に貸し付けることになります。 

 

○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） 

 

○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。 

 

（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と整理番号２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。 
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整理番号 1 と整理番号２は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 農地の所在は請方字下請方、地目は現況公簿とも田、農振農

用地内、面積２,２０７㎡の１筆でございます。権利種別は賃借権の設定、     

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 農地の所在は安食字下埜、地目は現況公簿とも田、農

振農用地内、面積２,０３８㎡他３筆、合計９，６３４㎡でございます。 

     貸付人、借受人等は記載のとおりでございます。 

     位置につきましては参考資料３と４をご覧ください。 

以上２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２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。 

 

○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



 10 

とに決定しました。 

     

                                       

○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１１回総会を閉会しま

す。 

 

                                        

                             午後３時５０分閉会 


