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１ 開催日時  平成２８年１０月２０日（木）午後３時００分から午後３時４０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３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４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 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書の

専決処分について 

そ の 他  

 

 

６ 出席職員 

    農業委員会事務局長 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 

 

 

７ 出席農地利用最適化推進委員（２名） 

               川嶋 清一 

               渡邉 康 
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◎開会                          午後３時００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１１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、１番 鈴木 薫委員、７番 小川 英夫委員にお願

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。 

 

○事務局長（湯原国夫） 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、

ご説明いたします。資料の１ページと２ページをご覧ください。 

     整理番号１ 権利は所有権移転、有償、農地の所在は安食字五貫洲、地目

は現況、公簿とも田、農振区分が農用地内、面積は１０，９７９㎡、他１筆

で、１１，３８７㎡になります。譲渡人、譲受人、経営面積等につきまして

は記載のとおりです。申請事由は譲渡人が高齢に伴う経営規模縮小、譲受人

が経営規模拡大です。 

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。次に譲受人は法人ではなく、また
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信託行為ではないので、同項第 2号の法人要件及び第 3号の信託の禁止は該

当いたしません。次に、譲受人の耕作面積は 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。次に申請地は譲渡人の自作

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、譲受人は

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。長谷川委員お願いします。 

 

○４番（長谷川貴子） 安食字五貫洲は水田地帯であり、申請地は耕作されていた様

子であり、管理状況に問題はないと思われます。 

 

○議長（大野久男） 続いて、農地利用最適化推進委員の川嶋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（川嶋清一） 意見は特にありません。 

  

○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、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５条の規定による許可申請に対する

意見について、ご説明いたします。資料の３ページと４ページをご覧ください。 

     整理番号１、権利は賃貸借、農地の所在は龍角寺字前原、地目は現況、公

簿とも畑、面積は、２，１９１㎡、１筆です。貸付人、借受人及び形態等は記

載のとおりで、申請事由は太陽光発電の設置となります。 
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本件は農地の転用を伴う賃貸借権の設定を目的として、農地法第５条の許

可を申請したものです。それでは農地法第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いたします。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ではありません。現地は、市街地化の傾向が著

しい区域及び市街地化が見込まれる区域内の農地ではないため、第３種農地及

び第２種農地（ａ）には該当いたしません。また、１０ヘクタール以上の一団

の農地ではないため、第１種農地にも該当いたしません。結果として、小集団

の生産性の低い農地として第２種農地（ｂ）に該当すると判断いたします。第

２種農地の場合、同項第２号の規定により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されていますが、今回の計画は、

ある程度まとまった面積が必要な太陽光発電事業であり、他に代替できる土地

が無いということなので問題ないと考えます。次に、一般基準ですが、同項第

３号の申請目的実現の確実性は、申請書に添付されている資金計画、残高証明

書等から問題はないと思われます。次に、同項第４号の周辺農地への支障です

が、申請地は周辺の土地や道路と同じ高さであり、埋め立ても必要ないこと、

地面は舗装せず雨水排水は敷地内に浸透させる計画であり土砂の流出等はな

いことから問題ないと思われます。次に、同項第５号及び同項第６号について

は一時転用ではないため該当いたしません。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号には該当いたしません。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。長谷川委員お願いします。 

 

○４番（長谷川貴子） この申請地は、宅地に隣接した畑で、現在、耕作している状

況です。 

 

○議長（大野久男） 続いて、農地利用最適化推進委員の渡邉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（渡邉康） 意見は特にありません。 

  

○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。 

 

    （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２号について、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。 
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（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、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（大野久男） 次に、議案第３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１２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

農地利用集積計画の承認について、整理番号１から１２について一括してご

説明いたします。資料の５ページから２２ページになります。 

整理番号１ 農地の所在は三和字耕地、地目は現況、公簿とも田、農振区

分は農用地内で、面積は１，９９９㎡ほか１２筆で７，３６３㎡になります。

内容は農地中間管理権の取得で、整理番号１２まで同様となりますので、説

明を省略させていただきます。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２８日から平成３８年１０月２７

日までとなります。期間も整理番号１２まで同様となりますので、説明を省

略させていただきます。 

整理番号２ 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１，６８３㎡ほか６筆で１１，５５７㎡になりま

す。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号３ 農地の所在は布太字斗合田、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内で、面積は２４１㎡ほか２０筆で１０，７８０．６１㎡にな

ります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号４ 農地の所在は三和字沖耕地、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内で、面積は１３８㎡ほか１１筆で１１，１２８㎡になります。

貸付人、借受人、経営面積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１，７９８㎡、１筆になります。貸付人、借受人、

経営面積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４３４㎡、１筆になります。貸付人、借受人、経

営面積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２，８２１㎡、１筆になります。貸付人、借受人、

経営面積は記載のとおりです。 

整理番号８ 農地の所在は北辺田字古新田、地目は現況、公簿とも田、農

振区分は農用地内で、面積は１，８４１㎡ほか１１筆で２０，７６９㎡にな
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ります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号９ 農地の所在は北辺田字下埜、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内で、面積は３，０００㎡ほか６筆で１５，６９６㎡になりま

す。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号１０ 農地の所在は曽根字曽根、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内で、面積は３，００１㎡ほか２筆で１０，３０３㎡になりま

す。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号１１ 農地の所在は布太字下羽生、地目は現況、公簿とも田、農

振区分は農用地内で、面積は１，７２５㎡ほか４筆で４，２２１㎡になりま

す。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号１２ 農地の所在は須賀字林下、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内で、面積は３５８㎡ほか３筆で３，３５８㎡になります。貸

付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

本案件と次の議案第４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、１２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。 

    

（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３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３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。 
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     よって議案第３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３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） 

 

○議長（大野久男） 挙手全員。 

     よって議案第３号整理番号３については原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３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３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３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３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３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３号整理番号６については原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３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３号整理番号７については原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３号整理番号８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３号整理番号８については原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３号整理番号９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３号整理番号９については原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３号整理番号１０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３号整理番号１０については原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３号整理番号１１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３号整理番号１１については原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３号整理番号１２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３号整理番号１２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４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８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。 

 

○事務局長（湯原国夫） 議案第４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、整理番号１から８を一

括してご説明いたします、資料は２３ページから３２ページになります。 
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整理番号１、農地の所在は請方字上請方、地目は現況、公簿とも田、農用

地内で、面積は２，９９９㎡、１筆になります。内容は賃貸借で、以降の案

件も同じ内容ですので省略させていただきます。貸付人、借受人、経営面積

は記載のとおりです。１０ａあたりの賃借料は１．５俵相当額、期間は平成

２８年１０月２８日から平成３８年１０月２７日となります。期間につきま

しても以降の案件も同じ期間ですので省略させていただきます。 

整理番号２ 農地の所在は三和字上耕地、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内で、面積は１，９９９㎡ほか３９筆で１９，３３７．６１㎡

になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。１０ａあたり

の賃借料は１．５俵です。 

整理番号３ 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１，６８３㎡ほか４筆で５，９８８㎡になります。

貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。１０ａあたりの賃借料は２

俵相当額です。 

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２，５７０㎡ほか５筆で６，７９１㎡になります。

貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。１０ａあたりの賃借料は１．

５俵相当額です。 

整理番号５ 農地の所在は三和字沖耕地、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内で、面積は１，５６０㎡ほか８筆で１４，９８７㎡になりま

す。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。１０ａあたりの賃借料

は１．５俵です。 

整理番号６ 農地の所在は北辺田字古新田、地目は現況、公簿とも田、農

振区分は農用地内で、面積は１，８４１㎡ほか１８筆で３６，４６５㎡にな

ります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。１０ａあたりの賃

借料は２俵です。 

整理番号７ 農地の所在は曽根字曽根、地目は現況、公簿とも田、農振区

分は農用地内で、面積は３，００１㎡ほか２筆で１０，３０３㎡になります。

貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。１０ａあたりの賃借料は１．

５俵相当額です。 

整理番号８ 農地の所在は須賀字林下、地目は現況、公簿とも田、農振区

分は農用地内で、面積は３５８㎡ほか３筆で３，３５８㎡になります。貸付

人、借受人、経営面積は記載のとおりです。１０ａあたりの賃借料は２俵で

す。 

本案件は議案第３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８名については、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。 
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○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。 

 

（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４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４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４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４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。 

次に、議案第４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４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。 

次に、議案第４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４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４号整理番号５について、町に対し「意見なし」として回答
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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４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４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４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４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。 

次に、議案第４号整理番号８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４号整理番号８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、ご説明します。３３ページになります。 

整理番号１ 所在は北辺田字古新田、地目は現況、公簿とも田、農振区分

は農用地内、面積は１，８４１㎡、ほか１１筆で２０，７６９㎡です。貸付

人及び借受人、解約申込日、解約成立日、土地引渡日、解約通知日は記載の
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とおりです。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３号整理

番号８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 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届

出書の専決処分について、を議題とし、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号の規定による農地

転用届出書の専決処分について、ご説明させていただきます。３４ページ、

３５ページになります。 

権利種別は所有権移転、譲渡人、譲受人は記載のとおりです。申請地の所

在は安食二丁目、地目は台帳現況とも畑、地積が２８２㎡、転用目的が住宅

建築、受理年月日が平成２８年１０月１２日です。 

本件は市街化区域内の農地について、住宅建築を目的とした転用届出があ

ったため、現地を確認のうえ、届出書の受理決定の専決処分をしたものでご

ざいます。議案書の参考資料１３をご覧ください。場所はＪＲ安食駅から約

２００メートルのところでございます。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、他の農地への影響はないと思われます。

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２号を終わります。 
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◎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１１回総会を閉会し

ます。 

 

○事務局長（湯原国夫） 起立、礼。お疲れ様でした。 

                                        

                             午後３時４０分閉会 

 


