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１ 開催日時  平成２８年１２月１５日（木）午後３時００分から午後３時３５分 

２ 開催場所  栄町役場庁舎５階第２会議室 

３ 出席委員（６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 

   報告第１号 農地法第３条の規定による許可申請の取下げについて 

   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（１名） 

                川嶋 清一 

                木﨑 功 
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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１３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、

はじめに整理番号１について、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（小川和弘） 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。位置につきましては資料の２ページをご覧ください。 

     整理番号１ 権利は所有権移転、無償、農地の所在は北辺田字古新田、地

目は現況、公簿とも田、農振区分が農用地内、面積は１３３㎡、他１筆で、

３０４㎡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贈与、譲受人が規模拡大です。 

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。対価の支払いがな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、また信託行為ではないので、
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同項第２号の法人要件及び第３号の信託の禁止に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

転貸等の禁止に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。 

 

○６番（朝倉夕子） 先ほど現地を確認しましたが、申請地は耕作されていた様子で

あり、現在も管理状況に問題はありませんでした。 

 

○議長（大野久男） 続いて、農地利用最適化推進委員の木﨑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（木﨑功） 耕作されているので問題はないと思います。 

  

○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） 発言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。 

次に、議案第１号整理番号２について、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（小川和弘） 議案第１号整理番号２について、ご説明いたします。位

置につきましては資料の３ページをご覧ください。 

     整理番号２ 権利は所有権移転、有償、農地の所在は安食字十五町歩、地

目は現況が田、公簿が畑です。農振区分が農用地内、面積は４９９㎡のうち

２６５．２１㎡、他１筆で、７４６．０１㎡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離農、譲
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受人が規模拡大です。 

本件は農地の一部が鎌ヶ谷本埜線バイパスの用地買収にかかり、買収で残

った農地を所有権の移転を目的として、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号の信託の禁止には該

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号の転貸等の禁止に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。 

 

○６番（朝倉夕子） 先ほど十五町歩を確認しましたが、耕作されていた様子であり、

許可後も耕作をするということなので問題ないと思います。 

 

○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） 特に意見はありません。 

  

○議長（大野久男） 説明が終わりましたので、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。 

 

○３番（芝野茂） 残った農地の用水は大丈夫か。 

 

○事務局次長（小川和弘） 県の道路事業で行いますので、用排水はきちんと整備さ

れるものと考えます。 

 

○議長（大野久男） 他にないようですので、以上で質疑を打ち切り採決します。 

議案第１号整理番号２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） 
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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。 

 

○事務局次長（小川和弘） 議案第１号整理番号３について、ご説明いたします。位

置につきましては資料の４ページをご覧ください。 

     整理番号３ 権利は使用貸借権の設定、農地の所在は北辺田字出口、地目

は現況、公簿とも畑で、農振区分が農用地内、面積は２，６９７㎡、他１筆

で３，３０１．９５㎡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高齢による規模縮小、借受人が

規模拡大です。 

本件は農地の使用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。次に借受人は法人ではなく、

また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

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号の転貸等の禁止に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、借受人は許可後、育苗ハウスの建築

と、にんにく、ネギ等の野菜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。 

 

○６番（朝倉夕子） 北辺田地区に隣接している畑で、現在も耕作をしている状況で

すので問題ないと思います。 

 

○議長（大野久男） 続いて、農地利用最適化推進委員の木﨑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（木﨑功） 特に意見はありません。 

  

○議長（大野久男） 説明が終わりましたので、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） 
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○議長（大野久男） 発言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３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号整理番号３については、許可することに決定しました。 

次に、報告第１号 農地法第３条の規定による許可申請の取下げについて、

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） 資料の５．６ページになります。本件は、農地法第３条

の規定による許可申請の取下願いを受理したことを報告するものです。 

報告案件につきましては、本来なら全ての議案審議の後に報告させていた

だくところですが、次の議案第２号整理番号１を審議いただくため必要な報

告のため、この順番とさせていただきました。 

本件は１１月の農業委員会において農地法第３条の規定による許可申請が

あり、審議の結果、許可することに決定していただきましたが、許可証の交

付前に本人より取下げ願の提出がありましたので、これを受理したものでご

ざいます。取下げの理由につきましては、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申請による権利取得をするためでございます。農業経

営基盤強化促進法により所有権移転をした場合、譲渡所得税の軽減措置等が

活用できることから、３条の申請を取り下げたものでございます。 

 

○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。 

 

                                       

○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、整理番号１について事務局の説明

を求めます。なお、この議題については、長谷川委員に関係する議案ですの

で、農業委員会法第３１条議事参与の制限により退席をお願いいたします。 

 

    （長谷川委員退席） 

 

○事務局次長（小川和弘） 議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用
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集積計画の承認について、整理番号１についてご説明いたします。 

整理番号１ 権利種別は所有権移転、農地の所在は長門谷字中、地目は現

況、公簿とも田、農振区分は農用地内で、面積は６５４㎡、ほか２筆で２，

６９７㎡です。譲渡人、譲受人、経営面積につきましては記載のとおりです。

引渡時期は平成２９年１月３１日です。 

本件は、農業経営基盤強化促進法に基づき、所有権の移転を目的として申

請のあったものです。この譲受人は、町の認定農業者に登録されており、今

後も規模拡大を目指す意欲があり、またこの集積は周辺の地域の農地利用に

支障を生ずる恐れはないと考えます。このことから、今回の利用集積計画は

町で定める、基本的な構想に適合し、地域との調和要件は問題ないと思われ

ます。また、譲受人の営農状況、農機具の所有状況、農作業に従事する者の

数等から見て、常時農作業従事要件及び全部効率利用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） 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） 発言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。 

長谷川委員に着席をしていただきます。 

 

（長谷川委員着席） 

 

次に、整理番号２から４については、借受人が千葉県園芸協会の案件です

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２から４について一括してご説明します。位置

につきましては、資料の１１から１３ページになります。 

整理番号２ 農地の所在は須賀字扇田、地目は現況、公簿とも田、農振区

分は農用地外で、面積は１，６６７㎡、ほか７筆で計１４，６７１㎡です。

内容は農地中間管理権の取得です。以降の案件も同じですので、説明を省略

します。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。期間は平成２９年
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１月５日から平成３９年１月４日までです。期間も整理番号４まで同じです

ので省略させていただきます。 

続きまして整理番号３ 農地の所在は須賀字町田、地目は現況、公簿とも

田、農振区分は農用地内で、面積は１，０４６㎡、ほか５筆で計１３，８６

１㎡です。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９０２㎡、ほか５筆で計７，７５６㎡です。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す。本案件は、３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。以上で説明とさせていただきます。 

 

○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） 

 

○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） 
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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４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、事務局

の説明を求めます。 

 

○事務局次長（小川和弘） 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、整理番号１について

ご説明いたします。 

整理番号１、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、面積は９０２㎡、ほか１９筆で計３６，２８８㎡です。内容

は賃貸借の設定で、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２９年１月５日から平成３９

年１月４日までとなります。 

本案件は議案第２号の整理番号２から４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。 

 

○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。 

                                        

○議長（大野久男） 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。 
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○事務局次長（小川和弘） 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。位置は１７

ページになります。権利種別は所有権移転になります。 

整理番号１、譲渡人、譲受人は記載のとおりです。申請地の所在は安食字

谷前、地目は台帳が畑、現況が宅地、地積が４３９㎡です。転用目的が住宅

建築で、受理年月日が平成２８年１１月２９日です。 

続いて整理番号２、譲渡人、譲受人は記載のとおりです。申請地の所在は

安食字田中、地目は台帳が畑、現況が雑種地、地積が７．６４㎡です。転用

目的が店舗の駐車場用地で、受理年月日が平成２８年１２月７日です。 

本件は市街化区域内の農地について、住宅建築及び店舗の駐車場用地を目

的とした転用届出があったため、それぞれ届出書の受理決定の専決処分をし

たものでございます。農地転用の届出書があった場合、遅滞なく受理又は不

受理の決定に係る専決処分をすることとされておりますので、届出書の記載

事項および添付書類の確認、また現地を確認のうえ適正と判断できたため受

理を決定したものでございます。以上で報告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１３回総会を閉会し

ます。 

 

○事務局次長（小川和弘） 起立、礼。お疲れ様でした。 

                                        

                             午後３時３５分閉会 

 


