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１ 開催日時  平成２９年１月１９日（木）午後４時００分から午後４時４５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 

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（３名） 

               浅倉 忠邦 

               鈴木 博 

               木﨑 功 
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◎開会                          午後４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２９年第１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、２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、を議題としま

す。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。位置は資料の２ページをご覧ください。 

     整理番号１ 権利は所有権移転、有償、農地の所在は安食字山崎、地目は

現況が畑、公簿が田、面積は７３㎡、他２筆で、計４１７．４７㎡です。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

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
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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、譲受人は許可後キャベツ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。鈴木委員お願いします。 

 

○１番（鈴木薫） この申請の農地については、蕎麦屋の北側の耕作条件が良くない

農地で、現在は休耕している状態であり、不耕作地になると思われます。今

回の所有権移転により耕作が行われますので、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浅倉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（浅倉忠邦） 意見はありません。 

  

○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） 

 

○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について事務局の説明を求めます。 

 

○事務局長（湯原国夫） 議案第１号整理番号２についてご説明いたします。位置は

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、農地の所在は和田字外下仲耕地、

地目は現況、公簿とも畑、面積は１，４４７㎡、１筆です。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、譲渡人が病気の

ため離農、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
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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、譲受人は許可後ネギ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。鈴木委員お願いします。 

 

○１番（鈴木薫） この申請地については、耕作されている様子で管理状況に問題は

ありません。引き続き耕作をするという申請内容ですので問題はないと思わ

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） 意見はありません。 

  

○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から７までは全て関連する案件

ですので、一括して事務局の説明を求めます。 
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○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、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

ご説明いたします。位置につきましては、資料の６ページになります。 

     整理番号１、権利は所有権移転、有償です。以降、整理番号７まで同じで

すので、省略させていただきます。農地の所在は矢口字中流、地目は現況、公

簿とも田、面積は２８７㎡、ほか１筆で、計１，０１３㎡です。譲渡人、譲受

人は記載のとおりです。形態は転用、施設は工場、駐車場、社員食堂、建築面

積は６，８８０㎡です。申請事由は、工場及び駐車場並びに社員食堂の建設で

す。以降、形態から申請事由につきまして整理番号７まで同じですので省略さ

せていただきます。 

     整理番号２、農地の所在は矢口字中流、地目は現況、公簿とも田、面積は

９２４㎡、１筆です。譲渡人、譲受人は記載のとおりです。 

     整理番号３、農地の所在は矢口字中流、地目は現況、公簿とも田、面積は

２，５０６㎡、１筆です。譲渡人、譲受人は記載のとおりです。 

     整理番号４、農地の所在は矢口字中流、地目は現況、公簿とも田、面積は

２，３１３㎡、ほか１筆、計３，２０６㎡です。譲渡人、譲受人は記載のとお

りです。 

     整理番号５、農地の所在は矢口字中流、地目は現況、公簿とも田、面積は

３，４７４㎡、１筆です。譲渡人、譲受人は記載のとおりです。 

     整理番号６、農地の所在は矢口字中流、地目は現況、公簿とも田、面積は

３，２９１㎡、１筆です。譲渡人、譲受人は記載のとおりです。 

     整理番号７、農地の所在は矢口字中流、地目は現況、公簿とも畑、面積は

４５７㎡、１筆です。譲渡人、譲受人は記載のとおりです。 

本案件につきましては、本年度、矢口の農地について、農振農用地からの

除外について委員の皆様から意見をいただきました件について、この農地が

１２月に農振農用地から除外されたことにより、今回、農地の転用を伴う所

有権移転を目的として、農地法第５条の許可を申請したものです。転用目的

は食品製造工場、社員食堂、工場付帯施設及び駐車場の建設で埋め立てを伴

う農地転用となります。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。おおむね、１０ヘクタ

ール以上の一団の農地の区域内の農地で、第１種農地に該当すると判断いた

します。第１種農地については原則転用許可をすることができませんが、不

許可の例外規定に該当すれは許可できることとなります。今回の場合、農地

法施行令第４条第 1 項第２号ハ及び農地法施行規則第３５条第１項第５号の

例外規定に該当すると考えられ、許可できると判断します。この規定は、「特

別の立地条件を必要とする場合で、事業の内容または立地する施設の性格等
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からみて、その農地でなければ事業目的を達成することができないこと、既

存の施設の拡張で拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の面積の２分の

１を超えないものに限る」というものでございます。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事業計画書、

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、事業用地は既存敷地の南側で、周辺農地の北側の端に位置し

ていることから、日照や通風への影響はないこと。事業用地は自然法とし基

準に定めた傾斜に芝を植え、平地の端には緑地帯を設け土砂流出を防止する。

また、農業用排水路は、既存施設を利用できることなどから問題ないと考え

ます。なお、土地改良区の同意も得ております。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。鈴木委員お願いします。 

 

○１番（鈴木薫） 今回の申請は、日本食研ホールディングスの工場等の増設に伴

う転用申請です。事務局の説明にもありましたように、１２月に農振農用地

から除外され、第１種農地における不許可の例外規定に該当し、この農地で

なければ事業目的が達成できないことから、転用許可に問題はないと思いま

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） 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。 

 

○２番（小川英夫） あの地区の地盤の状況がわからないが、埋め立てをすると、周

辺の農地への影響、将来、盛り上がることがないか心配である。説明はされ

たのか。 

 

○事務局長（湯原国夫） 地元への説明は、明日行います。その時に、他の農地への

影響が出ない工法をすること、埋め立て期間も３年間で、徐々に埋め立てる

計画としていることを説明します。何かあれば、町が行う事業ですので、町

が状況に応じて対応していくこととなります。 
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○２番（小川英夫） 取り越し苦労かもしれませんが、原則、許可しない農地を町の

将来のために許可していくので、トラブルが無いようにしていただきたい。

あった場合は、誠意をもって対応していただきたい。 

 

○事務局長（湯原国夫） はい。分りました。 

 

○議長（大野久男） 小川委員の意見を付帯意見として付けられるか。 

 

○事務局長（湯原国夫） 書くとすれば、申請書に添付する意見書になります。 

 

○７番（宮本敏郎） 盛土の高さはどのくらいになるのか。 

 

○事務局長（湯原国夫） ４ｍくらいで、最終的には既存の工場の高さになると思わ

れます。 

 

○１番（鈴木薫） この事業が、町や農業者にとってプラスになることは何か。 

 

○事務局長（湯原国夫） 工場ができることによって、地元の雇用２００名、農業者

も含みます。また、米粉を年１０トンほど受け入れる予定となっております。

商品化になればさらに増加していくこととなります。 

 

○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、整理番号１か

ら７まで一括して採決します。 

議案第２号整理番号１から７まで、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２号整理番号１から７まで、許可相当の意見を付して進達す

ることに決定しました。 

     引き続き、議案第２号整理番号８及び９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２号整理番号８及び９につきまして、一括して説明

させていただきます。位置につきましては、資料の７ページになります。 

     整理番号８、権利は賃貸者、農地の所在は矢口字中流、地目は現況、公簿

とも田、農振区分は農用地内、８３４㎡のうち３１５㎡、ほか１筆、計６１

０㎡です。貸付人、借受人は記載のとおりです。形態は一時転用、施設は進



 8 

入道路で、申請事由は矢口工業団地格調事業の進入路です。 

     次に整理番号９、権利は賃貸者、農地の所在は矢口字中流、地目は現況、

公簿とも田、農振区分は農用地内、３０００㎡のうち１２００㎡、ほか１筆、

計２０６０㎡です。貸付人、借受人は記載のとおりです。形態は一時転用、

施設は進入道路で、申請事由は矢口工業団地格調事業の進入路です。 

     本案件につきましては、議案第２号整理番号１から７の農地転用に伴う農

地の一時転用でございます。議案第２号整理番号１から７の農地転用の造成

工事につきましては、矢口工業団地拡張事業造成工事に係る協定書に基づき、

町が造成工事を行います。造成工事を行うに当たり、その工事車両の進入路

を整備するための一時転用でございます。なお、事業終了後は現状の水田に

回復をいたします。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ございます。農振農用地については原則転

用許可をすることができませんが、不許可の例外規定に該当すれは許可でき

ることになります。今回の場合、一時転用なので、農地法施行令第４条第 1

項第１号の例外規定「仮設工作物の設置その他一時的な利用に供するために

行うもので、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要と

認められるもの」に該当すると考えられ、許可できると判断します。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

ている事業計画書、資金計画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、日照や通風への影響はないこと。進入路

整備に係る盛土の土砂流出を防止すること。また、農業用排水路は、既存施

設を利用できることなどから問題ないと考えます。次に、本件は賃貸借権の

設定なので、同項第５号の一時的な利用に供するための所有権の取得につい

ては、問題ありません。次に同項第６号については、一時転用の限度期間３

年を超えていないこと、事業終了後に水田へ回復することが認められるため

問題ありません。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。鈴木委員お願いします。 

 

○１番（鈴木薫） この申請は、整理番号１から７の申請地において造成工事を行う

にあたり進入路を整備するための一時転用ですので、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木﨑さんからご意見があり

ましたらお願いいたします。 
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○農地利用最適化推進委員（木﨑功） 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。 

 

○３番（芝野茂） 搬入する土砂について、色々な場所から運びこまれると思うが、

まぎれて心配するような土は入らないように大丈夫か。また、施工中は職員

が見回るなどするのか。 

 

○事務局長（湯原国夫） 搬入する土につきましては、下水道処理場に置いてある印

旛沼二期工事からの土、これから搬入する土も印旛沼二期工事から発生する

土を持ってくることになっておりまして、きちんと地質分析検査をして適正

な土のみを搬入することになっておりますので大丈夫です。また、施工中の

見回り、管理は、町が発注者として適正に行います。 

 

○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、整理番号８及

び９を一括して採決します。 

議案第２号整理番号８及び９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２号整理番号８及び９について、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についてご説明いたします。

なお、位置につきましては、資料の９ページになります。 

整理番号１ 農地の所在は酒直字新落合埜、地目は現況、公簿とも田、農

振区分は農用地内で、面積が２，５０２㎡、ほか１筆で計５，４９１㎡です。

内容は農地中間管理権の取得です。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２９年１月２６日から平成３９年１月２５

日までです。 

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
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貸し付けるというものであります。本案件は、１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。 

                                       

○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、農地の所在は酒直字新落合埜、地目は現況、公簿とも田、農

振区分が農用地内で、面積は２，５０２㎡、ほか１筆で、計５，４９１㎡に

なります。内容は賃貸借権設定です。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、期間は平成２９年１月２６日

から平成３９年１月２５日となります。 

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。借受人については、地域の担い手農家で認定農業者にも登録され

ており、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。 
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（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。 

                                        

○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。資料の１１、１２ページになります。 

整理番号１ 所在は矢口字中流、地目は現況、公簿とも田、農振区分は農

用地内、面積は３，４７４㎡、１筆です。貸付人及び借受人は記載のとおり

です。解約申込日、解約成立日、土地引渡日は平成２８年１０月１１日、解

約通知日は平成２９年１月１０日になります。解約形態は合意解約、解約理

由は、農地を売るためです。 

本件は賃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。 

この農地に関しては、今回、議案第２号整理番号５で申請のありました農地

転用のため合意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。 

                                           

◎閉会 

○議長（大野久男） 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。 
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（発言なし） 

 

○議長（大野久男） なければ、以上を持ちまして平成２９年第１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４時４５分閉会 

 


