
 0 

 

 

 

平成２９年第５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６月９日（金）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 

議案第４号 「平成２８年度栄町農業委員会活動計画の点検・評価」及

び「平成２９年度栄町農業委員会活動計画」について 

報告第１号 地目変更登記に係る照会に対する回答について 

そ の 他  

 

６ 出席職員 

農業委員会事務局長 湯原 国夫 

農業委員会事務局主査 中村 誠 

 

７ 出席農地利用最適化推進委員（１名） 

               浅倉 忠邦 
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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５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、２番 小川 英夫委員、３番 芝野 茂委員にお願

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についてご説明いたします。位置は資料の２ページをご参照くだ

さい。 

     整理番号１ 権利は所有権移転、有償、農地の所在は酒直字新落合埜、地

目は登記簿、現況とも田、農振区分が農振農用地、面積は２，９９７㎡、他

２筆で、計６，２２９㎡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、譲渡人が規模縮小、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。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。

以上でご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。 

 

○４番（長谷川貴子） 今回申請地については、水稲を作付けしておりました。管理

状況についても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浅倉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（浅倉忠邦） 特に問題ありません。 

  

○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）  

 

○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） それでは、議案第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく

農用地利用集積計画の承認について、整理番号１から３について一括してご

説明いたします。位置は、資料の５ページから７ページになります。 



 4 

権利種別が農地中間管理権の取得、整理番号１ 農地の所在は三和字中耕

地、地目は登記簿、現況とも田、面積は３８３㎡、ほか６筆で、計４，９３

６．９１㎡になります。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。期間は平成２９年６月２０日から平成３９年６月

１９日までとなります。 

整理番号２ 農地の所在は三和字前耕地、地目は登記簿、現況とも田、農

振区分は農振農用地、面積は１，３５１㎡、ほか７筆で、計６，９６２㎡に

なります。内容は賃貸借、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６月２０日から平成３９年６月１９日までとなります。 

整理番号３ 農地の所在は中谷字中谷、地目は登記簿、現況とも畑、農振

区分は農振農用地、面積は６０７㎡、１筆です。内容は使用貸借、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６月２０日から平

成３９年６月１９日までとなります。 

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あります。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） 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。 

 

（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。 

                                       

○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及び整理番号２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及び整理番

号２を一括してご説明いたします。 

整理番号１、農地の所在は三和字中耕地、地目は登記簿、現況とも田、面

積は３８３㎡、ほか１４筆で、計１１，８９８．９１㎡になります。権利は

賃貸借権です。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俵で、期間は平成２９年６月２０日から平成３９年６月

１９日となります。 

整理番号２ 農地の所在は中谷字中谷、地目は登記簿、現況とも田、農振

区分は農振農用地、面積は６０７㎡、１筆です。権利は使用貸借権です。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６月２０日

から平成３９年６月１９日となります。 

本案件は議案第２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。整理番号１の借受人は、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。整理番号２の借受人は、新規就

農者です。この借受人につきましては、平成２８年４月から６月に千葉県農

業大学校で農業研修を受講し、その後、平成２８年７月から平成２９年２月

まで白井市の指導農業士のもとで野菜の栽培指導を受け、平成２９年３月か

らは栄町の指導農業士のもとで、水稲、枝豆等の栽培の指導を受けている状

況でございます。この栽培指導は本年９月で終了し、１０月からの就農のた

めに中間管理事業による農地の借り受け申込みをしたものでございます。な

お、借り受け後は露地野菜を作付けし、今後はさらに規模拡大を図っていく

計画でございます。以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 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。 

                                        

○議長（大野久男） 次に、議案第４号「平成２８年度栄町農業委員会活動計画の点

検・評価」及び「平成２９年度栄町農業委員会活動計画」について、を議題

とし、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局主査（中村誠） 議案第４号についてご説明いたしますが、説明の前に資料

の訂正をお願いします。（平成２８年３月末現在及び平成２９年３月末現在の

管内の農地面積、集積率等を修正する。）本件は、平成２８年度作成した栄町

農業委員会活動計画の点検と評価を行い、併せて平成２９年度の栄町農業委

員会の活動計画を策定するものでございます。この計画は、農業委員会の適

正な事務指針の中で策定が義務づけられており、毎年度策定するものでござ

います。 

はじめに１１ページ、平成２９年３月３１日現在の「Ⅰ農業委員会の状況」

ですが、耕地面積等の面積、各種の農家数、農業就業者数などについては、耕

地及び作付面積統計や農林業センサスに基づいた数値となっておりますので

資料をご確認ください。次に農業委員会の体制ですが、当町は、平成２８年４

月より新制度に基づく体制となっており、御承知のとおり、農業委員８名、内

訳は記載のとおりで、農地利用最適化推進委員が１０名の体制で活動しました。 

次に１２ページ、「Ⅱ 担い手への農地の利用集積・集約化」についてですが、
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１現状及び課題に記載した平成２８年３月末時点の集積面積（これまでの集積

面積欄）が２０７ｈａで、２平成２８年度の目標及び実績に記載していますが、

集積目標面積３０７ｈａに対して、集積実績が２２６ｈａとなり、７３．６％

の達成状況になりました。３目標の達成に向けた活動ですが、主な活動として、

須賀新田地区や酒直地区との打合せ、土地改良区の会議に参加し農地中間管理

事業の説明、農業委員、農地利用最適化推進委員の方に対しての研修会などを

行いました。４目標及び活動に対する評価ですが、２８年度に県の認可を受け

た面積は、１年間では１９ｈａの増となりましたが、２８年度内に農業員会で

承認し、県の認可が２９年度になるものを含めますと約３７ｈａの増となりま

す。これらの要因としましては、農業委員・農地利用最適化推進委員・事務局

が推進活動を行いましたが、集積期間が４月から１０月までの実績であること、

研修などにより実際の集積活動が下半期になってしまったことなどが考えら

れます。次に１３ページ、「Ⅲ新たに農業経営を営もうとする者の参入促進」

についてですが、２平成２８年度の目標及び実績欄をご覧ください。参入目標 

２経営体に対し、１経営体が参入しました。参入経営体は、株式会社北総農産

になります。３目標の達成に向けた活動ですが、町産業課と連携し農地の紹介

や貸借の手続きなどの支援をしました。４目標及び活動に対する評価ですが、

新規参入予定者に農地の紹介がスムーズにいかなかった点があったことなど

から、日常から貸付可能な農地の情報を把握することが必要ではないかと考え

ました。次に１４ぺージ、「Ⅳ遊休農地に関する措置に関する評価」について

ですが、平成２８年度当初の遊休農地面積が約２６ｈａあり、平成２８年度の

解消目標面積をその２分の１の１３ｈａとしましたが、解消面積は３ｈａで、

２３．１％の達成でした。３目標達成に向けた活動については、農業委員、推

進委員にご協力いただき、８月の農地利用状況調査からスタートし、利用意向

調査、農地パトロールなどを行いました。４活動に対する評価としましては、

所有者への継続的な指導等が必要であると考えました。次に１５ページ、「Ⅴ

違反転用への適正な対応」ですが、平成２８年度末の違反転用面積が前年度末

と変わらず０．２ｈａとなっております。３活動計画・実績及び評価ですが、

活動としまして、リーフレットの配布や印旛農業事務所と合同のパトロール等

を実施したところです。違反転用の監視や啓発を継続することが必要と考えま

す。次に１６ページ、「Ⅵ農地法等によりその権限に属された事務に関する点

検」ですが、１農地法第３条に基づく許可事務が２２件の申請で、２２件全て

許可しております。審議結果等の公表を議事録に記載しホームページで公表し

ております。処理期間については、標準処理期間３０日のところを平均１５日

で処理した結果となっております。また、２農地転用に関する事務については、

１３件処理し、審議結果等の公表を議事録に記載しホームページで公表してお

ります。処理期間については、標準処理期間６０日のところを平均３５日で処

理した結果となっております。続いて１７ページ、３農地所有適格法人からの

報告の対応ですが、町内には４法人ございまして、うち２法人について報告書

の提出がありました。１法人については文書で通知し報告を待っているところ
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です。また、４情報の提供等については記載のとおりです。１８ページ、「Ⅶ

地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容」についてですが、記載され

ている項目についての要望・意見はありませんでした。また、「Ⅷ事務の実施

状況の公表等」についてですが、総会の議事録の公表や活動計画の点検・評価

の公表はホームページで公表しております。 

続きまして１９ページから「平成２９年度栄町農業委員会活動計画」につ

いてご説明いたします。平成２９年４月１日現在の「Ⅰ農業委員会の状況」で

すが、先ほど２８年度の点検・評価で説明した内容と同じで、１農家・農地の

概要につきましては、統計や農業センサスなどに基づいて記載した数値で記載

しております。農業委員会の体制についても前年度と同じです。次に２０ペー

ジ、「Ⅱ担い手への農地の利用集積・集約化」ですが、２平成２９年度の目標

及び活動計画欄をご覧ください。平成２９年度の目標集積面積は、新たに４０

ｈａを集積し、集積面積２６６ｈａにするという計画にしております。この目

標集積面積は千葉県農地利用集積取組計画の２９年度推進目標面積としてい

ます。また、活動計画につきましては、酒直地区を重点地区として推進すると

ともに、土地改良区や各地区において、農地利用最適化推進委員を中心に中間

管理事業を説明し、集積を推進していくこととしています。次に「Ⅲ新たな農

業経営を営もうとする者の参入促進」ですが、２８年度と同じ目標にして、２

経営体の参入を目標としております。活動計画については、農業委員・農地利

用最適化推進委員に新規就農を考えている方などの情報をいただくこと、それ

から町産業課と支援体制をとっていくこととしています。次に２１ページ、「Ⅳ

遊休農地に関する措置」についてですが、１現状の遊休農地面積約２４ｈａで、

２平成２９年度の目標及び活動計画は、２ｈａの解消を目指す計画としており

ます。目標設定の考え方は、平成２９年度の農地転用見込み面積としておりま

す。農地転用により農地が減少する面積を２ｈａと見込み、減少する面積につ

いて、遊休農地を解消し耕地面積を減らさないという考え方で設定したもので

す。活動計画につきましては、農業委員が８名、農地利用最適化推進委員が１

０名、事務局２名の２０名で行うこととし、８月に利用状況調査などをしてい

くこととしておりますのでよろしくお願いいたします。また、その後所有者の

意向調査を行い、所有者への指導、さらには新たな遊休農地や耕作条件の比較

的良い農地などを優先的にあっせんができるようにしていきたいと考えてお

ります。なお、今年度、貸付けたい農地、借りたい人などの情報を集めておく

農地バンクを作りたいと考えており、９月の農業委員会にご提案できればと考

えています。最後に、「Ⅴ違反転用への適正な対応」ですが、違反転用面積が

拡大しないよう農家への啓蒙、パトロールの実施などの活動計画をたてさせて

いただきました。以上、説明とさせていただきますが、平成２９年度の目標、

計画が達成できるよう農業委員、農地利用最適化推進委員、事務局の連携、協

力体制が不可欠ですので、皆様のご協力をお願いいたします。 

 

○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。 

 

○１番（鈴木薫） （集積実績及び書式の確認をされ、了解した。） 

 

○議長（大野久男） 他に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４号 平成２８年度栄町農業委員会活動計画の点検・評価及び平成

２９年度栄町農業委員会活動計画を、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４号については、原案のとおり賛成することに決定しました。 

                                        

○議長（大野久男） 次に、報告第１号 地目変更登記に係る照会に対する回答につ

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 地目変更登記に係る照会に対する回答につい

てご説明します。位置については２３ページになります。 

     所在が龍角寺字尾上、登記簿地目が畑、面積が１，０３５㎡、所有者の住

所、氏名は記載のとおりで、現況地目が非農地となります。本件は登記上の

地目が農地で、現況が農地以外のものになっている土地の地目変更について、

千葉地方法務局成田出張所から照会のあった案件であります。所在地は龍角

寺字尾上の土地１筆でございますが、平成２９年５月２９日に事務局で現地

調査したところ、この土地はゴルフ場敷地内の一部であり、航空写真や現況

から過去２０年以上農地でないと判断できたため、現況地目を「非農地」と

して回答したものであります。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。 

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） 
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○議長（大野久男） なければ、以上を持ちまして平成２９年第５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 

 


