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１ 開催日時  平成２９年２月１６日（木）午後４時００分から午後４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（７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 

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（１名）   ２番 小川 英夫 

  

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４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 

報告第１号 地籍調査事業に伴う農耕地の地目変更に係る現地確認につ

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） 

               野平 敬二 

               鈴木 利通 
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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２回栄町農業委員会総会を開会しま

す。 

 本日は、委員８名中７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、３番 芝野 茂委員、４番 長谷川 貴子委員にお

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。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、

整理番号１をご説明いたします。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、無償、農地の所在は興津字中道、地目は

現況、公簿とも畑、農振区分は農用地内、面積は２１４㎡、他２筆で、計７

９５㎡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、譲渡人が贈与・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

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、大根、ネギ、里芋など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。竹本委員お願いします。 

 

○５番（竹本英二） 今回申請された興津地区の農地について、現地を確認しました

ところ、小さな面積の畑でしたが、野菜を栽培している状況で良好な状態で

した。 

 

○議長（大野久男） 続いて、農地利用最適化推進委員の野平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（野平敬二） 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、農地の所在は麻生字細田、地目は

現況、公簿とも田、農振区分は農用地内、面積は１，０２１㎡、他５筆、計

４，８９１㎡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、譲渡人が兼業化に伴う規模縮小、譲受人が規模拡大で
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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

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。竹本委員お願いします。 

 

○５番（竹本英二） 今回申請された麻生地区の農地については、耕作されている水

田で、現在の管理状況にも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野平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（野平敬二） 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４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及び２については、関連する案
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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 農地法第４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と２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５、６ページになります。な

お、整理番号１と２の案件につきましては、平成２７年度に転用許可を受けて

おりますが、埋め立て土砂の入手ができなくなり、転用許可期限を過ぎてしま

ったため、再度転用申請をするものでございます。 

     整理番号１、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、面積は３，３５４㎡、１筆です。申請人、形態、用途は記載の

とおりです。申請事由は、農地造成で、畑への転換後はハウスを建てトマトを

栽培する予定となっています。 

     本件は現在、田として水稲を作付けしている農地に土砂を入れ、畑にする

ため農地を一時転用するというものでございます。この申請は田を畑にする

だけで一見転用には当たらないように感じますが、農地造成の場合は埋め立

てに使用する土砂の種類とその工事規模などによって、一時転用許可が必要

な場合と農業委員会への届け出だけでいい場合に分かれます。別紙をご参照

ください。農地転用許可申請が必要な場合の「工事に要する期間が３ケ月を

超えるもの」と「建設残土等を使用する場合」に該当します。それでは農地

法第４条第６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、今

回の場合、農地以外の物へ転用するわけではなく、田んぼを畑に変えるため

農地造成するというものであり、工事終了後は農地に復元・耕作する旨の誓

約書も添付していることから許可できると判断いたします。なお、畑に変わ

った後も、農地は農振農用地のままでございます。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、埋め立ての高さが工事後に隣接する道路より低く、また排水

路に隣接する側には仮設排水路を設置する計画であることなどから、土砂の

流出等はないと思われます。また隣接農地の所有者の同意、土地改良区との

協議も済んでおり問題ないと思われます。次に、同項第５号につきましては、

一時転用の限度期間３年を超えておらず、必要最小限の期間を設定している

こと、工事終了後は直ちに農地に復元し、トマトの栽培を計画しているとの

計画書や農地復元誓約書も添付されていることから問題ないと考えます。 

     続いて整理番号２、農地の所在は北字押砂埜、地目は現況が畑、公簿が田、

農振区分が農用地内、面積は６３２㎡の内３００．０８㎡、１筆です。申請人、

形態、用途は記載のとおりです。申請事由は、埋立用土砂一時仮置場です。 

    本件は先ほどの整理番号１の工事に伴う土砂の仮置き場として農地を一時

転用するというものであります。それでは農地法第４条第６項各号の審査基
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準に適合するかどうか検討した結果をご報告します。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、今回の場合、一時転用であり、

農地の埋め立て工事に伴い大型ダンプが細い農道を走行し、道路や水路の損

傷また歩行者や他の車輌の通行の妨げ、事故等の危険性の軽減を考慮し、土

砂を一時的に仮置きしここで小型の車輌に積み替えて運搬することを目的と

したものであり、工事終了後は農地に復元することを誓約していることから、

許可できると判断いたします。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、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、ま

ず現地の地形が周囲の道路より低いこと、隣接する農地側は農地として残し

て一部をしようすること、更に仮置きした土砂は滞留させず速やかに埋め立

て現場に運ぶとのことであり、土砂の流出や崩壊のおそれはないと思われま

す。また隣接農地の所有者の同意、土地改良区との協議も済んでおり問題な

いと思われます。次に、同項第５号につきましては、一時転用の限度期間３

年を超えておらず、必要最小限の期間を設定していること、工事終了後は直

ちに農地に復元し、野菜の栽培計画書、農地復元誓約書も添付されているこ

とから問題ないと考えます。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。竹本委員お願いします。 

 

○５番（竹本英二） 整理番号１の曽根地区の農地は、申請者が借りて耕作してい

る水田で、事務局からも説明がありましたように、農地造成を行い、畑にす

ることなので問題はないと思います。また、整理番号２の北地区の農地は、

整理番号１の農地へ土砂を搬入するための仮置き場としての一時転用という

ことで、国道３５６バイパスに隣接した農地で、大型車両での搬入が容易に

でき、他の農地への影響はないと考えられます。 

 

○議長（大野久男） 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（鈴木利通） 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。 

 

○議長（大野久男） 建設残土を搬入することだが、どのような土なのか。 

 

○事務局次長（小川和弘） 計画書によると、流山市内における住宅建設残土と富里
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市内における住宅新築工事残土の２か所から搬入される計画です。地質分析

結果証明書も添付されています。 

 

○議長（大野久男） 途中でパトロールをしてください。もう一つ質問、土砂搬入に

より道路を破損した場合はどうなるのか。 

 

○事務局次長（小川和弘） 道路については、建設課に届出をしており、建設課が対

応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、採決します。

議案第２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２号整理番号１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。なお、本件は、面積が３，０００㎡を超える農地転

用ですので、３月１日開催の千葉県農業会議に諮問します。 

     続いて、議案第２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） 

 

○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、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、初めに整理番号１について、事務

局の説明を求めます。 

 

○事務局長（湯原国夫） 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。

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 農地の所在は北辺田字上六、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内で、面積が１，２３２㎡、１筆です。内容は使用貸借です。

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３月１日

から平成３５年２月２８日までです。 

本件は、農業経営基盤強化促進法に基づき、契約していた貸借権の期間が
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終了することに伴い、再度、使用貸借による権利設定の申請をするものでご

ざいます。借受人につきましては、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、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、借受人

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、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） それでは、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１０ページになります。 

整理番号２ 農地の所在は西字中割、地目は現況、公簿とも田、農振区分

は農用地内で、面積が１，２０９㎡、他２３筆、計１１，２９６．６１㎡に

なります。内容は賃貸借です。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３月１日から平成３５年２月２８日までです。 

本件は、農業経営基盤強化促進法に基づき、契約していた貸借権の期間が

終了することに伴い、再度、賃貸借による権利設定の申請をするものでござ

います。借受人につきましては、地域の担い手農家であり、今後も規模拡大

を目指す意欲があり、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、借受人の営農状況、

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
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は挙手を願います。 

    

（発言なし） 

 

○議長（大野久男） 発言が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３号整理番号２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、報告第１号 地籍調査事業に伴う農耕地の地目変更に係

る現地確認について、を議題とし、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局長（湯原国夫） 報告第１号 地籍調査事業に伴う農耕地の地目変更に係る

現地確認について、ご説明します。地籍調査事業に伴う農耕地の地目変更に

係る現地確認について、町長に回答したものです。現地調査年月日は、平成

２９年２月６日、土地の表示と現況地目は、別紙の現地確認一覧表のとおり、

転用許可等の内容は備考に記載のとおりです。その他参考資料としまして、

全て市街化調整区域で、農振法関係については農振区分に記載しております。 

本件は、町が「国土調査法」に基づき実施している「地籍調査事業」の一

環として、農地の地目変更に係る現地確認の照会があったものです。具体的

には、登記上の地目が農地で、現況が非農地であると申し出のあった土地の

取り扱いについて、農地法に基づいて回答することになります。対象となる

のは別紙一覧表にある４７筆の土地です。現地調査は、小川委員、朝倉委員

と事務局職員が、事業を担当する町建設課職員及び測量会社担当者案内のも

と、２月６日に実施しました。なお、調査結果については小川次長から説明

いたします。 

 

○事務局次長（小川和弘） 調査結果の内容は、資料の１２から１３ページになりま

す。位置図が１４ページになります。資料の１２から１３ページに４７筆の

調査結果を記載しております。「現況地目」という欄が調査した結果で、町の

建設課に回答しています。主なものを説明しますと、１番の「宅地」、５番の

「道路」のように記載しているのが、１筆すべてが宅地、道路として利用さ

れているものです。８番のように「一部道路」というものは、筆の一部が「道

路」として利用されており、その他は「農地」として利用しているもので、

分筆して登記されることとなります。特に報告すべき土地として、３番は、

現況が「雑種地」ですが、備考に記載しましたとおり、平成２６年１月１６

日付けで農地転用の許可を取得済みであるということ。１２番は、一部に防
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火水槽が設置されているため「一部雑種地」としていること。１３番、４２

番、４３番は、所有者から「農地」でなく「雑種地」への変更したい申し出

があったとのことですが、現地を確認しましたところ不耕作地の農地である

との現況が確認されたため、「農地」のままで報告しております。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、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。 

 

（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２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３５分閉会 

 


