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１ 開催日時  平成２８年５月１９日（木）午後３時３０分から午後４時１５分 

２ 開催場所  栄町役場庁舎５階第２会議室 

３ 出席委員（８名） 

会     長   ８番 大野 久男 

会長職務代理者   ７番 宮本 敏郎 

委     員   １番 鈴木 薫 

２番 小川 英夫 

３番 芝野 茂 

４番 長谷川 貴子 

５番 竹本 英二 

６番 朝倉 友子 

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 

議案第４号 「平成２７年度栄町農業委員会活動計画の点検・評価」及

び「平成２８年度栄町農業委員会活動計画」について 

そ の 他  

 

 

６ 出席職員 

農業委員会事務局局長 湯原 国夫 

農業委員会事務局次長 小川 和弘 

農業委員会事務局主査 中村 誠 
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◎開会                          午後３時３０分開会 

○事務局長（湯原国夫） はじめさせていただきます。起立、礼。 

                      

○議長（大野久男） ただ今より、平成２８年第６回栄町農業委員会総会を開会しま

す。 

 本日は、委員８名中８名出席ですので、農業委員会等に関する法律第２７

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（大野久男） 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（大野久男） それでは、５番 竹本 英二委員、６番 朝倉 友子委員にお

願いします。 

 

                                       

◎会議書記の指名 

○議長（大野久男） 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小川氏と中村氏を指名します。 

 

                                        

○議長（大野久男） 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。事務局の説明を求めます。 

 

○事務局長（湯原国夫） それでは、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、整理番号１についてご説明いたします。位置は資料の２ページ

と３ページになります。 

整理番号１ 権利は賃貸借、農地の所在は安食字前新田、地目は現況、公

簿とも田、面積は２４７㎡ほか５筆で、計６筆５，４７８㎡です。貸付人、

借受人、経営面積等につきましては記載のとおりです。申請事由は貸付人が

個人経営から法人経営へ移行するため、借受人が法人経営の開始です。 

本件は農地の貸し借りを目的として、農地法第３条の許可を申請したもの

です。借受人は個人の農家ではなく、新たに設立された法人であります。法

人が農地を所有する場合、その法人が「農地所有適格法人」に該当するかど

うかが問題となります。農地の所有権や耕作権を取得するためには、農地法

第３条第１項の許可を取らなければならないわけですが、農地所有適格法人
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であれば普通の農家と同じように農地を取得できるということになります。

では、この法人が農地所有適格法人に該当するかどうか、農地法第２条第３

項各号の基準に適合するかどうか検討した結果をご説明します。ひとつ目の

要件は「法人形態要件」です。今回の法人は株式会社なので問題ありません。 

次に「事業要件」ですが、この法人は定款にその目的として「農畜産物の生

産、加工及び販売」と記載されていること、提出された計画書では売上の全

てが農業収入であることから問題ないと考えます。次に「構成員・議決権要

件」及び「役員要件」ですが、この法人の構成員及び役員は３名で、いずれ

も法人の行う農業に常時従事し、農作業にも６０日以上従事することとなっ

ており、議決権も過半を占めていることから問題ないと考えます。以上のこ

とから今回の申請法人は「農地所有適格法人」としての要件を満たしている

と考えます。以上のことを踏まえ、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します。同項第 1号の全部効率要件に

ついては営農計画書から見て問題ないと考えます。次に同項第 5号の耕作面

積制限ですが、譲受人は新規設立の法人ですが、今回申請する面積が 50アー

ル以上ありますので問題はありません。次に、本件は貸付人の自作地なので、

同項第 6号に規定する「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」には該当しません。

次に「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、借受人は許可後、水稲を作付

けする計画であり問題ないと思われます。以上で説明を終わります。 

 

○議長（大野久男） 続いて、現地調査を行っておりますので、その結果を報告願い

ます。芝野委員お願いします。 

 

○３番（芝野茂） 前新田の農地については、休耕状態ではありますが、草刈り機で

刈り込んであり、今後耕作していくと申請者から聞いております。なお、こ

こは進入路が無い土地です。四ツ谷字上耕地及び請方の土地については耕作

されております。四ツ谷字反高については、堆肥が積まれた状態ですが、翌

年には耕作すると申請者から聞いております。以上です。 

 

○議長（大野久男） 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。はい、朝倉委員。 

 

○６番（朝倉友子） 今、芝野委員から報告がありましたが、四ツ谷字上耕地の田に

ついては耕作しておりません。ここに隣接している田をうちで耕作している

が、今春に境界にヨセを作ったんですが、それをトラクターで壊して出て行

ってしまったんです。申請地の田んぼの中央にガラを入れて４メートルの道

を作っている。そしてここも進入路が無くうちの借りている土地から黙って
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入っている状況である。これでは田として認められないのでは。 

 

○議長（大野久男） 今回の案件は、個人から法人への賃貸者であって、この話の件

は後ほどの検討課題ということにします。 

ちなみに、このような場合の対応方法は事務局としてどうすべきか。 

 

○事務局次長（小川和弘） 事務局としては、両者からお話を聞いて、農業委員の皆

さんに報告し、農業委員会として対応すべき場合は、話し合う場を設けるな

ど対応したい。なお、今回の朝倉さんの田に無断で入って行ったことに関し

ては、事務局から厳重に注意をさせていただいきました。 

 

○３番（芝野茂）北総農産は初めてなので、どのような会社か？ 

 

○事務局次長（小川和弘） 本日お配りしました資料に、北総農産の登記簿と定款が

ございますが、株式会社で、平成２８年４月１日に設立され、農産物の生産

から加工、販売を行うとされております。また、役員が３名という法人で、

書類からみる限り問題はないと思われます。 

 

○議長（大野久男） 他に質問がないようですので、採決します。 

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（大野久男） 挙手全員。 

よって議案第１号については、許可することに決定しました。 

 

                                       

○議長（大野久男） 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

用集積計画について、を議題とします。なお、この議題については、竹本委

員に関係する議案ですので、農業委員会等に関する法律第３１条議事参与の

制限により退席をお願いします。 

 

（竹本委員退席） 

 

○議長（大野久男） それでは、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局長（湯原国夫） それでは、議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく

農地利用集積計画についてご説明いたします。権利種別は農地中間管理権の

取得です。位置は資料の６ページ、参考資料３になります。 
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農地の所在は、安食字新田、地目は現況、公簿とも田、農用地内で面積は

３，０００㎡ほか１筆、合計２筆５，７１２㎡になります。貸付人、借受人、

経営面積につきましては記載のとおりです。１０アールあたりの賃借料は１．

５俵相当額で、期間は平成２８年５月２７日から平成３８年５月２６日まで

です。 

議案第２号と議案第３号につきましては、農地中間管理事業を活用した農

地の利用集積でございます。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。以上で説明とさせていただきま

す。 

 

○議長（大野久男） 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（大野久男） 無いようですの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地利用集積計画について、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） 

 

○議長（大野久男） 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しました。 

 

                                        

○議長（大野久男） 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。 

事務局の説明を求めます。 

 

○事務局長（湯原国夫） それでは、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、をご説明い

たします。位置につきましては、資料の６ページ、参考資料３になります。

権利種別は、賃貸借権設定になります。 

農地の所在は、安食字新田、地目は現況、公簿とも田、農用地内で面積は

３，０００㎡ほか１筆、計２筆５，７１２㎡になります。貸付人、借受人、

経営面積につきましては記載のとおりです。１０アールあたりの賃借料は１．
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５俵相当額で、期間は平成２８年５月２７日から平成３８年５月２６日まで

です。 

本案件は、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。以上で説明を終わります。 

 

○議長（大野久男） 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（大野久男） 無いようですの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（大野久男） 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。 

それでは、竹本委員に関係する議題が終了しましたので、竹本委員に着席

していただきます。 

 

（竹本委員着席） 

                                        

 

○議長（大野久男） 次に、議案第４号「平成２７年度栄町農業委員会活動計画の点

検・評価」及び「平成２８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４号「平成２７年度栄町農業委員会活動計画の点検・

評価」及び「平成２８年度栄町農業委員会活動計画」について審議を求める

ものでございます。 

本件は、平成２７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、併せて平成２８年度の活動計画を決定するものであります。この計画
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については、農業委員会の適正な事務実施のため策定が義務付けられており、

当委員会でも毎年計画を策定しているものであります。詳細については小川

次長より説明します。 

 

○事務局次長（小川和弘） それでは、資料の８ページから１５ページ、平成２７年

度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について、主な項目を説明

させていただきます。 

はじめに、８ページの平成２８年３月３１日現在の農業委員会の状況です

が、面積、農家数、農業就業者数などについては、統計や農林業センサスに

基づいた数値となっておりますので資料をご確認ください。次に農業委員会

の体制ですが、平成２７年度末の体制で、旧制度に基づく体制となっており

ます。 

次に９ページ、担い手への農地の利用集積・集約化についてですが、目標

３５ヘクタールに対して、４０ヘクタールの実績となり、集積が推進されま

した。地区につきましては、主に須賀新田地区でございます。 

次に１０ページ、新たに農業経営を営もうとする者の参入促進についてで

すが、参入目標２経営体に対しまして、２経営体が参入しました。 

次に１１ページ、遊休農地に関する措置に関する評価についてですが、遊

休農地面積が２６ヘクタールで、解消目標をその半分の１３ヘクタールとし

ましたが、解消実績は３ｈａでした。目標達成に向けた活動については、３

に記載した活動実績のとおりでございます。 

次に１２ページ、違反転用への適正な対応ですが、違反転用面積が０．２

ヘクタールとなっております。活動としまして、リーフレットの配布やパト

ロールを実施したところです。 

次に１３ページ、農地法等によりその権限に属された事務に関する点検で

すが、農地法第３条に基づく許可事務が２０件の申請で、２０件全て許可し

ております。審議結果等の公表を議事録に記載しホームページで公表してお

ります。処理期間については、標準処理期間３０日のところを平均１５日で

処理した結果となっております。また、農地転用に関する事務については、

８件処理しておりまして、審議結果等の公表を議事録に記載しホームページ

で公表しております。処理期間については、標準処理期間６０日のところを

平均１７日で処理した結果となっております。 

続きまして１４ページ、農地所有適格法人からの報告の対応ですが、３法

人ございまして、うち２法人について報告がありませんが、文書で通知し報

告を待っているところです。また、情報の提供等については記載のとおりで

す。 

１５ページ、地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容についてで

すが、記載されている項目についての要望はございません。また、事務の実

施状況の公表等についてですが、総会の議事録の公表や活動計画の点検・評

価の公表はホームページで公表しております。 
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続きまして１６ページから１８ページ、平成２８年度の目標及びその達成

に向けた活動計画についてです。 

１６ページの農業委員会の状況ですが、農家・農地の概要につきましては、

農業センサスなどの統計に基づいて記載した数値となっております。また、

農業委員会の体制については、新制度に移行し、農業委員会が８名、農地利

用最適化推進委員が１０名の体制となります。 

次に１７ページ、担い手への農地の利用集積・集約化ですが、平成２８年

度の目標は、新たに１００ヘクタールを集積し、集積面積３４７ヘクタール

にするという計画にしております。非常に厳しい数値ですが、これは千葉県

農地利用集積取組計画の２８年度推進目標面積で配分された数値でございま

す。活動計画につきましては、土地改良事業の実施に併せ推進していく、中

間管理事業の活用、農地利用最適化推進委員さんに活動していただき、地区

内の貸し手や担い手を掘り起こしていくという計画にしております。また、

新たな農業経営を営もうとする者の参入促進ですが、２７年度と同様２経営

体の参入を目標としており、活動計画については記載のとおりです。 

次に１８ページ、遊休農地に関する措置についてですが、遊休農地２６ヘ

クタールのうち５割の１３ヘクタールの解消を目指す計画としております。

活動計画につきましては、調査人員２０名、農業委員が８名、農地最適化推

進委員が１０名、事務局２名で調査などをしていくこととしておりますので

よろしくお願いいたします。 

最後に、違反転用への適正な対応ですが、違反転用面積が拡大しないよう

農家への啓蒙、パトロールの実施などの活動計画をたてさせていただきまし

た。以上、説明とさせていただきますが、平成２８年度の目標、計画が達成

できるよう農業委員の皆様にもご協力をお願いいたします。 

 

○議長（大野久男） 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。 

 

○１番（鈴木薫） 質問ではないんですが、１２ページの違反転用への適正な対応の

課題の中の字「メモ」の修正が必要ではないか。 

 

○事務局次長（小川和弘） 「メモ」を「目が」に修正します。 

 

○議長（大野久男） 他にございませんか。 

 

○７番（宮本敏郎） 違反転用の所在は？ 

 

○事務局次長（小川和弘） 安食の山崎、北、龍角寺の３箇所です。 

 

○３番（芝野茂） １８ページの遊休農地に関する措置ですが、安食の十五町歩、前
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新田などに遊休農地が多くあると思いますが、ここは排水ができない土地が

多いから、例えばですが、町で排水路でも作らない限り改善できませんか。 

 

○事務局長（湯原国夫） 現状、町で行うことは難しい。 

 

○議長（大野久男） 他に無いようですので、質疑を打ち切り採決します。 

議案第４号「平成２７年度栄町農業委員会活動計画の点検・評価」及び「平

成２８年度栄町農業委員会活動計画」について、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（大野久男） 挙手全員。 

よって議案第４号については、原案のとおり決定しました。 

 

                                           

◎閉会 

○議長（大野久男） 以上で本日の議事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（大野久男） それでは、以上を持ちまして平成２８年第６回総会を閉会しま

す。 

                                        

                             午後４時１５分閉会 

 


