
 0 

 

 

 

平成２９年第３回 

 

 

栄町農業委員会総会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄町農業委員会 



 1 

１ 開催日時  平成２９年３月２３日（木）午後３時００分から午後３時５０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項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（１名） 

               岡田 一夫 
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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２９年第３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、５番 竹本 英二委員、６番 朝倉 友子委員にお

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、

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。位置につきましては資料の２ページをご参照ください。 

     整理番号１ 権利は賃貸借、農地の所在は布太字宮前、地目は現況、公簿

とも田、農振区分が農用地内、面積は１，１７６㎡、他１０筆で、計７，３

９２㎡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のため規模縮小、借受人が規模拡大です。 

本件は農地の賃貸借権を目的として、農地法第３条の許可を申請したもの

です。借受人は、今年度、数回ご審議をいただいております農地所有適格法

人でございます。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
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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。 

 

○７番（宮本敏郎） 申請地は今までも耕作されていた様子で、適正な管理が行われ

ている状況で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岡田さんからご発言があり

ましたらお願いいたします。 

 

○農地利用最適化推進委員（岡田一夫） 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） 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号整理番号１については、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、整理番号１から３について借受人

が同一人ですので、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から整理番号３について借受人が同じで

すので一括してご説明いたします。なお、位置については資料の１１ページ

をご参照ください。 
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整理番号１ 農地の所在は興津字上原、地目は現況、公簿とも畑、面積は

３８０㎡、１筆です。内容は使用貸借、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３月３１日から平成３９年３月

３０日までとなります。 

次に整理番号２ 農地の所在は興津字上原、地目は現況、公簿とも畑、面

積は７２０㎡、１筆です。内容は使用貸借、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。期間は整理番号１と同じです。 

次に整理番号３ 農地の所在は興津字水海道、地目は現況、公簿とも畑、

農振区分は農用地内で、面積は１８１㎡、１筆です。内容は使用貸借、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。期間は整理番号１

と同じです。 

本件は、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りを目的として申

請があったものです。借受人については、興津地区において遊休農地を借り

受け、ブルーベリー栽培をしている農地所有適格法人で、さらに規模拡大を

図るものです。ブルーベリー栽培は生産が軌道に乗るまで時間がかかり経営

が安定しないこと、これらの農地がこれまで有効に活用されておらず、いわ

ゆる遊休農地であったことなどを考慮し、契約については小作料を設定しな

い使用貸借権の設定という形をとっております。また、この法人は、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、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みて、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。 

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。 
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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。 

続いて整理番号４と整理番号５については、貸付人が同一人ですので、一

括して事務局の説明を求めます。 

 

○事務局長（湯原国夫） それでは整理番号４と整理番号５について貸付人が同じで

すので一括してご説明いたします。なお、位置については資料の１２ページ

をご参照ください。 

     整理番号４ 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３，０００㎡、他１筆で、計６，０００㎡です。

内容は賃貸借、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。

１０アールあたりの賃借料は１．５表、期間は平成２９年４月１日から平成

３９年３月３１日までとなります。 

     整理番号５ 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１，８３５㎡、他１筆で、計２，９７０㎡です。

内容は賃貸借、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。

１０アールあたりの賃借料は及び期間は、整理番号４と同じです。 

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があったものです。

借受人につきましては、地域の担い手農家で、今後も規模拡大を目指す意欲

があり、また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みて、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。 
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    （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、整理番号６から１５については、農地中間管理事業の案件ですので、

一括して事務局の説明を求めます。 

 

○事務局長（湯原国夫） 整理番号６から整理番号１５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１３から２０ページになります。 

整理番号６ 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３，１７６㎡、ほか２筆で計９，０６１㎡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３

月３１日から平成３９年３月３０日までです。期間も以降、整理番号１５ま

で同じですので省略させていただきます。 

次に整理番号７ 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２，０４４㎡、ほか９筆で計６，７８２㎡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８ 農地の所在は請方字下請方、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内で、面積は３，７７０㎡、ほか５筆で計１６，１２９㎡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９ 農地の所在は北辺田字林下、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内で、面積は４０２㎡、ほか５筆で計６，４６９㎡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１０ 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２，６３９㎡、ほか２筆で計４，０２７㎡です。

貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 
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整理番号１１ 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４４６㎡、１筆です。貸付人、借受人、経営面積

は記載のとおりです。 

整理番号１２ 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２，０３６㎡、ほか３筆で計９，４５２㎡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１３ 農地の所在は北辺田字林下、地目は現況が田、公簿が畑、

農振区分は農用地内で、面積は８４㎡、ほか７筆で計１４，０３５㎡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１４ 農地の所在は北辺田字林下、地目は現況、公簿とも田、農

振区分は農用地内で、面積は１０２㎡、ほか１６筆で計２０，５８６㎡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１５ 農地の所在は請方字下請方、地目は現況、公簿とも田、農

振区分は農用地内で、面積は３，４９７㎡、ほか１筆で計６，９９７㎡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、１０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。 

    

○８番（大野久男） 整理番号１３で、経営面積が１６，４５５㎡に対し、貸付面積

が１４，０３５㎡で、１，０００㎡以上貸し付けない農地があるが、経営転

換協力金はもらえないことを承知しているのか。 

 

○事務局次長（小川和弘） 経営面積には畑も含まれており、田を貸し付ける申請な

ので、経営転換協力金の対象となります。田と畑は切り離して考えます。ま

た、１，０００㎡は自作地として、貸付なくてもよいことになっています。 

 

○議長（大野久男） 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） 
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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６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。 

次に、議案第２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） 

 

○議長（大野久男） 挙手全員。 

     よって議案第２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２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２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２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２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２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２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２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。 

 



 9 

（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１２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１３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１３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１４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１４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１５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１５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、整理番

号１から１１について、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から１１を

一括してご説明いたします。 

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３，１７６㎡、ほか２筆で計９，０６１㎡です。内容

は賃貸借の設定で、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、期間は平成２９年３月３１日から平成３９年３月３０日までとなりま

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。 
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続きまして整理番号２ 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、面積は２，０４４㎡、ほか９筆で計６，７８２

㎡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俵相当額です。 

整理番号３ 農地の所在は請方字下請方、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内、面積は３，７７０㎡、ほか２筆で計８，４４３㎡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俵相当額です。 

整理番号４ 農地の所在は請方字下請方、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内、面積は２，４７３㎡、ほか１筆で計５，０８６㎡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表相当額です。 

整理番号５ 農地の所在は請方字下請方、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内、面積は２，６００㎡、１筆です。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俵相当額です。 

整理番号６ 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、面積は４４６㎡、ほか２８筆で計３８，１４５㎡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

俵相当額です。 

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、面積は２，６３９㎡、ほか２筆で計４，０２７㎡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俵相

当額です。 

整理番号８ 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、面積は１，７４１㎡、１筆です。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俵相当額です。 

整理番号９ 農地の所在は矢口字竹岸、地目は現況、公簿とも田、農振区

分は農用地内、面積は１，１１８㎡、ほか４筆で計８，１０２㎡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

俵相当額です。 

整理番号１０ 農地の所在は矢口字下流、地目は現況、公簿とも田、農振

区分は農用地内、面積は３，０００㎡、１筆です。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俵相当額です。 

整理番号１１ 農地の所在は請方字下請方、地目は現況、公簿とも田、農

振区分は農用地内、面積は３，４９７㎡、ほか１筆で計６，９９７㎡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

俵です。 

本案件は議案第２号の整理番号６から整理番号１５までの農地の中間管理

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１０名については、地
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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。 

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。 

次に、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。 

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。 
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 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。 

 次の議案第３号整理番号７及び整理番号８については、宮本委員に関連す

る案件ですので、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。 

次に、議案第３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３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。ここで、宮本委員に着席をしていただきます。 

   （宮本委員着席） 
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次に、議案第３号整理番号９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９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１０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１０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１１については、朝倉委員に関連する案件ですの

で、退席をお願いいたします。 

 

（朝倉委員退席） 

 

議案第３号整理番号１１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１１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。朝倉委員に着席をしていただきます。 

    

（朝倉委員着席） 

                                        

○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。位置は、資料の２ページを参照してください。 

整理番号１ 所在が布太字宮前、地目が現況・公簿とも田、農振区分が農

用地内、面積が１，１７６㎡、ほか８筆で計５，９００㎡です。貸付人、借
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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、解約通知

日が平成２９年３月７日、解約形態が合意解約です。 

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。

なお、この農地に関しましては、議案第１号整理番号１の農地法第３条の申

請により、新たな貸し付けを行うため合意解約したものでございます。以上

で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２９年第３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５０分閉会 

 


