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１ 開催日時  平成２７年１２月１７日（木）午後３時００分から３時４０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３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４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５号 農地利用最適化推進委員が担当する区域について 

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 

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１２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、４番 野中 清一委員、５番 大野 博委員にお願

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） ご説明させていただきます。  

     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

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。 
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整理番号１ 権利は所有権移転で有償、農地の所在は請方字上請方、地目

は現況公簿とも田、農振区分は農用地内、面積は１，８１９㎡の１筆、譲渡

人、譲受人等は記載のとおりでございます。 

申請事由は譲渡人が負債整理のため、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。岡戸委員お願いします。 

      

○２番（岡戸 清志） ここの場所は請方土地改良区で基盤整備を行なっております。 

譲渡人はいろいろ事情がありこの土地を手放すことになりました。譲受人  

    は規模拡大を図っている農業者で、引き続き水稲を作付けするということな
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ので何ら問題はありません。 

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、１班現地調査の結果を報告願

います。 

 

○１３番（伊藤 幸雄） この場所は基盤整備もしっかりしておりまして、圃場とし

て問題はありません。 

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。 

  

                                       

○議長（芝野 茂） 次に議案第２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）議案第２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、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 農地の所在は安食字前新田、地目は現況公簿とも畑、農振区

分は農用地外、面積は３，１７７㎡の１筆、申請人は記載のとおりです。 
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形態は転用、用途は宅地、施設は木造２階建、建築面積７６６．７６㎡、

申請事由は老人ホーム等及び駐車場の建設でございます。 

位置につきましては参考資料２でご確認願います。 

本件は農地に有料老人ホームを開設するというもので、土地所有者が建物

を建設し、実際の運営は高齢者介護を専門に行っている法人が行うというも

のでございます。 

     まず、申請地の立地基準上の区分についてご説明します。 

申請地は市街化調整区域にありますが、前新田地区の市街化区域と道路を挟

んで接しており、周辺地域の宅地化の状況、教育施設や医療機関、ＪＲ安食

駅からの距離などからみて第２種農地に分類されると考えられます。 

以上のことを踏まえ、改めてこの申請が農地法第４条第２項各号の許可基

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。 

まず、農振農用地区域内にある農地又は集団的に存在する農地は許可しな

いという同項第１号ですが、申請地は農振農用地に指定されておらず問題あ

りません。 

     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、申請人所有の土地を検討した結果、条

件にあう土地が他になかった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項の規定は、申請書に添付された資料等から問題

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、その他周辺の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、申請地の現況は

畑であり、今回の計画にあたって大規模な土砂等の埋立ても必要ないことか

ら周囲に影響は無いと考えます。 

     次に今回の計画は自己所有地な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。 

     次に今回の申請は、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。 
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     最後に町の介護保険事業との関係ですが、今回の有料老人ホーム建設は町

の計画に沿っており、問題は無いと聞いております。また都市計画法の開発

許可申請も事前に協議されており、問題はありません。 

     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） この場所は耕作放棄地だったところでありまして、道路よ

り一段高くなっており、施設を作るには最適な場所ではないかと思います。 

     住宅密集地からは少しずれており、周りの田んぼからも余裕がありますの

で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。 

 

                                       

○議長（芝野 茂） 次に議案第３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につい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３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 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、公簿が田、農振区分は農用地外、面積は２０１．２７㎡他２筆

で合計３３０．６０㎡、形態は転用、用途は宅地、施設は木造２階建、建築

面積６９．５６㎡、申請事由は専用住宅建設でございます。 

譲渡人、譲受人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でご確認願います。 

本件は、農地に住宅を建設するため転用申請したものであります。 

     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

ではないこと、周辺の宅地化が著しい地域であること、水道及び下水道管の

埋設されている幅員４メートル以上の道路に面していること、ＪＲ安食駅か

ら約３００メートル以内であること等により第３種農地に位置付けられると

考えます。 

     次に農地法第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号については、申請地が

もともと農振農用地区域から外れていることや第３種農地であると判断され

ることから問題はありません。 

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、譲受人は自己所有の土地は無く、通勤

等に便利な土地ということで探した結果、この土地しか適当な土地がなかっ

たとのことです。 

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料等か

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、今回の事業にあたっ
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ては大規模な造成工事は必要なく、土砂の流出または崩壊その他の災害を発

生させるおそれはないと思われます。次に今回の申請は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号について

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） この場所は住宅地の一画でありまして、住宅建設に適した

土地だと思われます。事務局からの説明どおり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３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３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。 

 

                                       

○議長（芝野 茂） 次に議案第４号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用
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集積計画の承認について、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４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 農地の所在は安食字新田、地目は現況公簿とも田、農振区分

は農用地内、面積は１，３５５㎡他１筆、合計２，３５５㎡、権利種別は賃

貸借権の設定、貸付人、借受人等は記載のとおりでございます。 

位置につきましては参考資料４でご確認願います。 

本件は、農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借権の設定を目的として申

請のあったものであります。 

借受人は稲作専業で規模拡大を図り、効率的、安定的な農業経営を目指す

農業専従者であり、町の認定農業者にも登録されるなど地域の担い手農家で

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

の促進に関する基本的な構想に適合すると思われます。 

また、借受人の耕作状況、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満たしていると思われます。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（芝野 茂） 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４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） 
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○議長（芝野 茂） 挙手全員 

よって議案第４号整理番号１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５号 農地利用最適化推進委員が担当する区域につ

いて、を議題とします。 

      このことについて、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局長（湯原 国夫）議案第５号 農地利用最適化推進委員が担当する区域につ

いて、農地利用最適化推進委員が担当する区域を次のとおり設定することに

ついて審議を求める。 

本件は本年９月に改正された農業委員会等に関する法律に基づき、新たに

設けることとなった農地利用最適化推進委員が担当する区域を事前に定める

ものであります。 

平成２８年度から委嘱する農地利用最適化推進委員は、平成２７年第４回

栄町議会において、定数が１０名と決定されましたので、担当する区域につ

いても、安食一区から出津までの１０地区に分けました。 

詳細についてはお手元の議案書をご覧ください。 

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） 区域の表について説明させていただきます。 

     この表の区域については大字単位で記載しております。法律で農地利用最

適化推進委員が担当する区域は農業委員会が定めることになっておりますの

で整理をして将来にわたって使っていくことになります。 

     １番と２番については大字安食が２つに分かれ、１番に安食（一区）、２番

が安食（二区、三区）となるものです。安食卜杭新田については 2 番とさせ

ていただきました。 

     次に南部地区につきましては、大字では全て酒直となりますので、６番で

龍角寺、酒直（南部地区）、７番では酒直（南部地区を除く）という標記にさ

せていだだいております。 

     次に９番と１０番の分け方については、従来の農業委員の選出方法の区分

けからは変更させていただいております。北集落と押付集落の取扱いの問題

でございまして、従来は北が１０番、押付が９番の区域でしたが、地域的な
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つながりや、旧小学校区の分け方を考慮し、９番の中に北、１０番の中に押

付とさせていただきました。 

     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５号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５号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 農地の所在は須賀字上ケ池、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１２，４３５㎡、貸付人、

借受人等は記載のとおりです。解約申入日、解約成立日、土地引渡日、解約

通知日は平成２７年１１月２３日、解約事由は合意解約でございます。 

本件は、農地法第３条の規定による許可を受けて従来から農地の賃貸借を

してきましたが、今回貸し手、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。 

以上で説明を終わります。 
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○議長（芝野 茂） 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） 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１２回総会を閉会しま

す。 

 

                                        

                             午後３時４０分閉会 


