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１ 開催日時  平成２８年９月２３日（金）午後４時００分から午後５時５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の承

認について 

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１号 農地法第１８条第６号の規定による通知について 

報告第２号 地目変更登記に係る照会に対する回答について 

そ の 他  

 

 

６ 出席職員 

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 

 

 

７ 出席農地利用最適化推進委員（１名） 

               鈴木 博 
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◎開会                          午後４時００分開会 

○事務局次長（小川和弘） 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１０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、６番 朝倉 友子委員、７番 宮本 敏郎委員にお

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、

事務局の説明を求めます。整理番号１及び２については、借受人が同一人の

案件ですので、一括して事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（小川和弘） 整理番号１と整理番号２は借受人が同一人のため一括し

て説明させていただきます。資料の１ページと２ページをご覧ください。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、下記の農地の申請

があったので審議を求めるものです。 

     整理番号１ 権利は賃貸借、農地の所在は龍ヶ崎町歩字中村新田、地目は

現況が田、公簿が畑、農振区分が農用地内、面積は３，６７６㎡、他２筆で、

７，３５４㎡になります。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病気のため規模縮小、借受人が規模拡大

です。続きまして、整理番号２ 権利は賃貸借、農地の所在は生板鍋子新田

字出洲、地目は現況、公簿とも田、農振区分が農用地内、面積は３０４㎡、

他７筆で、５，５２７㎡になります。貸付人、借受人、経営面積等につきま
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しては記載のとおりです。申請事由は貸付人が病気のため規模縮小、借受人

が規模拡大です。 

本件は、５月の農業委員会でも、ご審議をいただきました農地所有適格法

人が賃貸借権の設定を目的として、農地法第３条の許可を申請したものでご

ざいます。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します。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、同項第１号の【全部効率利用要件】及び、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。次に同項第２号の【法

人要件】ですが、この法人は農地所有適格法人ですので問題ありません。次

に同項第３号の【信託の禁止】には該当いたしません。次に借受人の耕作面

積は５０アールを超えておりますので同項第５号の【下限面積要件】は問題

ありません。次に申請地は貸付人の自作地なので、同項第６号の【転貸等の

禁止】は該当いたしません。最後に同項第７号の【地域との調和要件】です

が、申請地及び周辺は水田地帯であり、借受人は許可後これまでどおり水稲

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（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） 現地調査を行ったところ、この申請地は２年くらい草を刈ってい

ないかなと思われる土地でした。今回の申請、賃貸により、遊休農地の解消

につながると思われますのでよろしくお願いいたします。 

 

○議長（大野久男） 続いて、農地利用最適化推進委員の鈴木さんからご意見があり

ましたらお願いいたします。 

 

○農地利用最適化推進委員（鈴木博） 特にありません。農地を綺麗にしていただけ

るなら賛成です。 

  

○議長（大野久男） ありがとうございました。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（大野久男） 質問がないようですので、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について、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） 
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○議長（大野久男） 挙手全員。 

よって議案第１号整理番号１について、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について、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号整理番号２について、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

用集積計画の承認について、を議題とします。整理番号１から７について借

受人が同一人の、一括して事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（小川和弘） それでは、整理番号１から７について一括してご説明い

たします。資料の３ページから１３ページになります。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ものでございます。 

整理番号１ 農地の所在は須賀字主房、地目は現況、公簿とも田、農振区

分は農用地内で、面積は５７３㎡ほか７筆で１８，７６０㎡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。期間は平成２８

年１０月３日から平成３８年１０月２日までとなります。 

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

分は農用地内で、面積は２，４７５㎡ほか４筆で９，５１５㎡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。期間は平成２

８年１０月３日から平成３８年１０月２日までとなります。 

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、農振区

分は農用地内で、面積は４４４㎡ほか１筆で２，０５８㎡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。期間は平成２８年

１０月３日から平成３８年１０月２日までとなります。 

整理番号４ 農地の所在は請方字上請方、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内で、面積は３，５０８㎡ほか４筆で１３，２３７㎡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。期間は平

成２８年１０月３日から平成３８年１０月２日までとなります。 

整理番号５ 農地の所在は請方字上請方、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内で、面積は３，５０５㎡ほか１筆で５，９６５㎡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。期間は平成２
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８年１０月３日から平成３８年１０月２日までとなります。 

整理番号６ 農地の所在は請方字上請方、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内で、面積は１，０９３㎡ほか６筆で１６，３５０㎡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。期間は平

成２８年１０月３日から平成３８年１０月２日までとなります。 

整理番号７ 農地の所在は安食字下埜、地目は現況、公簿とも田、農振区

分は農用地内で、面積は１，４７３㎡ほか１筆で１，９７３㎡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。期間は平成２

８年１０月３日から平成３８年１０月２日までとなります。 

本案件と次の議案第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、７名の貸付人が農地を千葉県

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。以上で説明を終わります。 

 

○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。はい、長谷川委員 

 

 

○４番（長谷川貴子） １０アールあたり賃借料ですが、２俵なんですが、何を基準

にしているのか。 

 

○議長（大野久男） 実際にやっている宮本委員にお伺いします。わかる範囲で結構

です。 

 

○７番（宮本敏郎） はじめは、この辺の相場は１．５俵くらいじゃないかと決めよ

うとしたが、今年度は２俵になったが、来年度はやはり１．５俵が妥当と考

え変えようとしている。基準の価格というものは、私にはわかりません。 

 

○事務局次長（小川和弘） この案件の１０アールあたりの賃借料は、農業委員会や

町が決めているものではなく、出し手と受け手の間で決めていただいていま

す。また、この賃借料は変更することも可能です。 

 

○議長（大野久男） 賃料は相対で決めるものなので、大変だろうと思いますが納得

するまで話合いしていただくしかない。須賀地区の２俵という価格は、事業

を完成するために導入時の価格という意味合いがあるので、この２俵という

額を一人歩きさせないようにしないといけない。他にございますか。 
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○２番（小川英夫） この議案は中間管理機構への白紙委任なのに、議案に賃借料を

入れているのはどうかと思う。 

 

○事務局次長（小川和弘） 実情として、申請していただく時、既に貸し手と借り手

が決められているのがほとんどで、賃借料を決めていただいた上での申請と

なっているので、この議案にも賃借料を明記していると思います。 

 

○議長（大野久男） 中間管理事業のシステムとして、はじめに借り手を募集して、

貸し手が出たら、地域性などを考慮して中間管理機構がマッチングすること

になるが、現状としては、市町村に任せられるという状況にあります。ただ

し、貸し手から機構と機構から借り手の案件を別にして審議していただいて

います。 

 

○２番（小川英夫） ということは、貸し手から機構への白紙委任のみの議案も有り

得るということですか。 

 

○事務局次長（小川和弘） 今までにはないと思いますが、機構へ委任するのみの議

案も有り得ると考えます。 

 

○議長（大野久男） このようなシステムですのでご理解をいただきたいと思います。

ほかに無いようですので質疑を打ち切り採決します。 

議案第２号整理番号１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号整理番号１については原案のとおり決定しました。 

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号整理番号２については原案のとおり決定しました。 

次に、議案第２号整理番号３を原案のとおり決定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（大野久男） 挙手全員。 

     よって議案第２号整理番号３については原案のとおり決定しました。 

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号整理番号４については原案のとおり決定しました。 

次に、議案第２号整理番号５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号整理番号５については原案のとおり決定しました。 

次に、議案第２号整理番号６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号整理番号６については原案のとおり決定しました。 

ここで、次の議案第２号整理番号７については、宮本議員に関連する議案です

ので、退席をお願いいたします。 

 

（宮本委員退席） 

 

それでは、議案第２号整理番号７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号整理番号７については原案のとおり決定しました。宮本

委員、着席をお願いいたします。 

 

（宮本委員着席） 
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○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、整理番

号１から７については、関連する案件ですので一括して事務局の説明を求め

ます。 

 

○事務局次長（小川和弘） 資料の１４ページから１７ページになります。位置につ

きましては、前議案の位置で確認してください。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ものです。 

整理番号１、農地の所在は須賀字主房、地目は現況、公簿とも田、農用地

内で面積は５７３㎡ほか７筆で１８，７６０㎡になります。貸付人、借受人、

経営面積、１０ａあたりの賃借料及び期間につきましては記載のとおりです。 

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

分は農用地内で、面積は２，４７５㎡、１筆になります。貸付人、借受人、

経営面積、１０ａあたりの賃借料及び期間につきましては記載のとおりです。 

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、農振区

分は農用地内で、面積は１，４７３㎡ほか５筆で８，５０１㎡になります。

貸付人、借受人、経営面積、１０ａあたりの賃借料及び期間につきましては

記載のとおりです。 

整理番号４ 農地の所在は須賀字屋敷割、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内で、面積は９５６㎡ほか１筆で２，５７０㎡になります。貸

付人、借受人、経営面積、１０ａあたりの賃借料及び期間につきましては記

載のとおりです。 

整理番号５ 農地の所在は請方字上請方、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内で、面積は３，５０８㎡ほか４筆で１３，２３７㎡になりま

す。貸付人、借受人、経営面積、１０ａあたりの賃借料及び期間につきまし

ては記載のとおりです。 

整理番号６ 農地の所在は請方字上請方、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内で、面積は３，５０５㎡ほか１筆で５，９６５㎡になります。

貸付人、借受人、経営面積、１０ａあたりの賃借料及び期間につきましては

記載のとおりです。 

整理番号７ 農地の所在は請方字上請方、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内で、面積は１，０９３㎡ほか６筆で１６，３５０㎡になりま

す。貸付人、借受人、経営面積、１０ａあたりの賃借料及び期間につきまし

ては記載のとおりです。 

本案件は議案第２号で農地の中間管理権取得をする公益社団法人千葉県園

芸協会が、転貸人となり、貸し手と借り手の間に入り農用地の配分を行なう

ものです。借受人の７名については、地域の担い手農家であり、その耕作状
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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【全部効率要件】

及び【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３号整理番号１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号整理番号１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。 

次に、議案第３号整理番号２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号整理番号２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。 

次の議案第３号整理番号３については、宮本議員に関連する議案ですので、

退席をお願いいたします。 

 

（宮本委員退席） 

 

議案第３号整理番号３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号整理番号３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。宮本委員、着席をお願いいたします。 

 

（宮本委員着席） 
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次に、議案第３号整理番号４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号整理番号４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。 

次に、議案第３号整理番号５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号整理番号５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。 

次に、議案第３号整理番号６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号整理番号６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。 

次に、議案第３号整理番号７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号整理番号７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。 

 

                                        

○議長（大野久男） 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、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（小川和弘） １８ページをご覧ください。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、ご説明します。 
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整理番号１ 所在は安食字下埜、地目は現況、公簿とも田、農振は農用地

内、面積は２，４７５㎡、ほか４筆で９，５１５㎡です。貸付人及び借受人

は記載のとおりで、解約申込日、解約成立日、土地引渡日、解約通知日とも

平成２８年９月１日です。解約形態は合意解約、解約理由は農地中間管理事

業を利用することによるものです。 

本件は使用貸借契約により借受人が耕作してきた農地について、貸付人、

借受人が話し合いの結果、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。 

これらの農地に関しては、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、議案第２号で農

地中間管理事業を活用して農地を貸すことになり、後継者と交わしていた使

用貸借契約を合意の上解約したものでございます。以上でご説明とさせてい

ただきます。 

 

○議長（大野久男） この案件は、専決により既に処理をされたものですので、報告

だけで採決はしませんが、何か質問がありましたら挙手をお願いします。 

 

    （発言なし） 

 

○議長（大野久男） 特に質問がないようですので、報告第１号を終わります。 

続いて、報告第２号 地目変更登記に係る照会に対する回答について、を

議題とし、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（小川和弘） １９ページから２１ページ、報告第２号 地目変更登記

に係る照会に対する回答について、千葉地方法務局成田出張所より照会があ

った件について、平成２８年９月１日専決処分により回答したものです。２

０ページの回答書をご覧ください。現地調査年月日が平成２８年９月１日、

所在が安食字前新田、地番、地目、地積が２８８５番地３、田、６２㎡と２

８８５番地４、畑、４２６㎡で、土地の所有者は記載のとおりで、現況地目

は非農地で回答しております。また、その他の項目については記載のとおり

です。本件土地については、芝野委員と事務局で現地を調査したところ、既

に住宅が建っており、航空写真や税務課の課税資料から過去２０年以上農地

でないと判断できたため、現況地目を非農地として回答したものです。以上、

ご説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） この案件は、専決により既に処理をされたものですので、報告

だけで採決はしませんが、何か質問がありましたら挙手をお願いします。 

 

    （発言なし） 
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○議長（大野久男） 特に質問がないようですので、報告第２号を終わります。 

 

                                           

◎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） なければ、以上を持ちまして平成２８年第１０回総会を閉会し

ます。 

                                        

                             午後５時５分閉会 

 


