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１ 開催日時  平成２９年８月３日（木）午後３時３０分から午後４時５０分 

２ 開催場所  栄町役場庁舎５階第１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 

２番 小川 英夫 

３番 芝野 茂 

４番 長谷川 貴子 

６番 朝倉 友子 

４ 欠席委員（１名）   ５番 竹本 英二 

  

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 

議案第５号 農業振興地域整備計画の変更について 

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 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第３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（１０名） 

               川嶋清一 寺川勉 諸岡利雄 

               木﨑功 野平敬二 渡邉 康 

               浅倉忠邦 岡田一夫 鈴木利通 

鈴木 博 
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◎開会                          午後３時３０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７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、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、

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 権利は賃貸借、農地の所在は大森字森、地目は登記簿、現況

とも畑、面積は８１９㎡、ほか２筆、計３，８７９㎡です。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。借受人につきましては、６月の総会でもご審議いただいております

新規就農者でございます。現在は指導農業士のもとで栽培指導を受けており

ますが、１０月からの就農のため、今回、農地を借り受けるものでございま

す。 
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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号の信託の禁止は該当いた

しません。次に、借受人の耕作面積は、６月の中間管理事業を利用した借受

面積と今回の第３条申請及び議案第４号整理番号１２の中間管理事業の借受

面積を合わせますと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、借受人は許可後、小松菜、ほうれん草、枝豆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。 

 

○事務局次長（小川和弘） 今回申請された大森の農地は畑ですが、周りが水田地帯

です。申請地は耕かされて作付けの準備が整っている状況でした。 

 

○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、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 農地法第５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２号 農地法第５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４ページを参照してください。 

     整理番号１、権利は所有権移転有償、農地の所在は安食字前新田、地目は

登記簿、現況とも田、面積は３４㎡、ほか４筆、計６２７㎡です。譲渡人、譲
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受人、形態等は記載のとおりです。申請事由は、専用住宅を建築です。 

本件は、専用住宅を建築するため、農地法第５条の規定による農地の転用を

伴う所有権移転の許可を申請したものです。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、

第３種農地の区域に隣接し、市街地化が見込まれる区域で、安食駅から概ね５

００メートルに位置する農地のため、第２種農地（ａ）に該当すると判断いた

します。第２種農地の場合、申請地に代えて他の土地を供することで事業の目

的を達成できる時は許可しないとされていますが、他に代替できる適当な土地

が無いとのことなので問題ないと考えます。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、隣接農地との境にはコンクリート柵及びブロック工事により、土砂流出を

防止します。用水は上水道、雨水はＵ字溝から雨水本管に、生活排水は下水本

管に放流することから影響は及ぼさないと判断いたします。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。 

 

○事務局次長（小川和弘） 今回申請された前新田の土地については、市街化区域に

隣接した農地で、周辺は家屋が建ち並んでおり、耕作されていない状況でし

た。また周辺農地への影響については、説明があったとおり問題ないと思わ

れます。 

  

○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、質疑を打ち切り採決します。議案第

２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
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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、整理番号１から整理番号２８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、整理番号１から２８について一括して

ご説明いたします。 

整理番号１ 農地の所在が酒直字七斗蒔、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積は４，４８６㎡、ほか４筆で、計１５，７８１㎡

になります。内容が中間管理権の取得、以降、整理番号２８まで同じですの

で、説明を省略させていただきます。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。期間が平成２９年８月２１日から平成３９年８月２

０日までとなります。期間も整理番号２８まで同じですので、説明を省略さ

せていただきます。 

整理番号２ 農地の所在が酒直字浅間下、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が８８０㎡、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３ 農地の所在が須賀字林下、地目が登記簿、現況とも田、農振

区分が農振農用地、面積が１，９３２㎡、ほか１１筆で、計１９，７７７㎡

になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号４ 農地の所在が安食字十五町歩、地目は登記簿が畑、現況が田、

農振区分が農振農用地、面積が１，０１１㎡、ほか７筆で、計１２，９９２

㎡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５ 農地の所在が酒直字雨堤下、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が２，３７９㎡、ほか５筆で、計１３，７３７㎡

になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号６ 農地の所在が酒直字大崩、地目が登記簿、現況とも田、農振

区分が農振農用地、面積が１，４５０㎡、ほか２筆で、計３，０６４㎡にな

ります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号７ 農地の所在が請方字下請方、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が３，０９１㎡、ほか２筆で、計６，３４１㎡に

なります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号８ 農地の所在が酒直字池ノ内、地目は登記簿が田、現況が畑、

面積が７９６㎡、ほか２４筆で、計５５，６７４㎡になります。貸付人、借

受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号９ 農地の所在が四ツ谷字反高、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が５３７㎡、ほか１２筆で、計７，３８３㎡にな

ります。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１０ 農地の所在が酒直字大崩、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が９６５㎡、ほか６筆で、計１３，４１０㎡にな

ります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号１１ 農地の所在が中谷字中谷、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が３，１２１㎡、ほか２筆で、計８，６７１㎡に

なります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号１２ 農地の所在が請方字上請方、地目が登記簿、現況とも田、

農振区分が農振農用地、面積が２，３８２㎡、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１３ 農地の所在が北辺田字下埜、地目が登記簿、現況とも田、

農振区分が農振農用地、面積が１，８６１㎡、ほか６筆で、計１４，１６８

㎡になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号１４ 農地の所在が中谷字中谷、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が３，６７９㎡、ほか５筆で、計１６，２４３㎡

になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号１５ 農地の所在が北辺田字辺田、地目が登記簿、現況とも田、

農振区分が農振農用地、面積が３，５８０㎡、ほか７筆で、計２２，８６５

㎡になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号１６ 農地の所在が須賀字扇田、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が１，０５３㎡、ほか２筆で、計７，０５３㎡に

なります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号１７ 農地の所在が須賀字林下、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が２，６５０㎡、ほか７筆で、計１２，０００㎡

になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号１８ 農地の所在が酒直字鳥喰、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が９４２㎡、ほか５筆で、計４，３９５㎡になり

ます。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号１９ 農地の所在が酒直字大崩、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が２，６１５㎡、ほか２筆で、計６，６５４㎡に

なります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号２０ 農地の所在が酒直字鳥喰、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が２，５９６㎡、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２１ 農地の所在が酒直字天ノ宮、地目が登記簿、現況とも田、

農振区分が農振農用地、面積が７１㎡、ほか２筆で、計４，９６８㎡になり

ます。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号２２ 農地の所在が龍角寺字大畑、地目が登記簿、現況とも畑、

農振区分が農振農用地、面積が６０３㎡、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２３ 農地の所在が酒直字天ノ宮、地目が登記簿、現況とも田、
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農振区分が農振農用地、面積が７２８㎡、ほか２２筆で、計４８，８７５㎡

になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号２４ 農地の所在が酒直字池ノ内、地目は登記簿、現況とも田、

農振区分が農振農用地、面積が２，８３５㎡、ほか８筆で、計１６，７９０

㎡になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号２５ 農地の所在が酒直字船戸、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が２，８２４㎡、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２６ 農地の所在が酒直字池ノ内、地目は登記簿、現況とも田、

農振区分が農振農用地、面積が１，９８６㎡、ほか１筆で、計３，３１８㎡

になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号２７ 農地の所在が酒直字船戸、地目は登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が４，１９０㎡、ほか１１筆で、計２５，９２１

㎡になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

整理番号２８ 農地の所在が酒直字下埜、地目は登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が２，１５２㎡、１筆です。貸付人、借受人、経

営面積は記載のとおりです。 

位置については、（掲示版に）掲示した図面で、赤く表示したところです

のでご参照ください。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貸し付けるというものであります。本案件は、２８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。 
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次に、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。 

次に、議案第３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３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３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３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３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３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、議案第３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） 

 

○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、原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３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） 
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○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、原案のとおり決定しました。 

ここで、次の議案第３号整理番号８については、私に関連する議案ですので

退席します。議長を私に代わって、宮本職務代理にお願いいたします。 

 

（大野議長退席、宮本代理議長席へ移動する） 

 

○議長（宮本敏郎） それでは続けます。議案第３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（宮本敏郎） 挙手全員。 

     よって議案第３号整理番号８については、原案のとおり決定しました。 

大野会長に関連する議案審議が終わりましたので、議長を大野会長にお願 

いします。 

 

（大野会長入室し議長席へ、宮本代理自席へ移動する） 

 

○議長（大野久男） 次に、議案第３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３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３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３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３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３号整理番号１１については、原案のとおり決定しました。 
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次に、議案第３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。 

 

（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１２については、原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３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３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３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３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３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３号整理番号１５については、原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３号整理番号１６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１６については、原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３号整理番号１７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３号整理番号１７については、原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３号整理番号１８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１８については、原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３号整理番号１９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１９については、原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３号整理番号２０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２０については、原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３号整理番号２１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２１については、原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３号整理番号２２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２２については、原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３号整理番号２３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３号整理番号２３については、原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３号整理番号２４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２４については、原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３号整理番号２５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２５については、原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３号整理番号２６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２６については、原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３号整理番号２７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２７については、原案のとおり決定しました。 

次に、議案第３号整理番号２８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２８については、原案のとおり決定しました。 
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○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から整理番号１５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から１５を

一括してご説明いたします。 

整理番号１、農地の所在は酒直字大崩、地目が登記簿、現況とも田、農振

区分が農振農用地、面積が１，９００㎡、ほか２９筆で、計５７，３７８㎡

になります。権利が賃貸借で、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

の賃借料が１．５俵で、期間が平成２９年８月２１日から平成３９年８月２

０日となります。期間につきましても以降の案件も同じですので省略させて

いただきます。 

整理番号２ 農地の所在が安食字十五町歩、地目は登記簿が畑、現況が田、

農振区分が農振農用地、面積が１，０１１㎡、ほか３筆で、計１０，４４１

㎡になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。１０ａあた

りの賃借料が１．５俵になります。 

整理番号３ 農地の所在が酒直字大崩、地目が登記簿、現況とも田、農振

区分が農振農用地、面積が１，１１７㎡、ほか１筆で、計１，７７６㎡にな

ります。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

借料が１．５俵になります。 

整理番号４ 農地の所在が請方字下請方、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が３，０９１㎡、ほか２筆で、計６，３４１㎡に

なります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。１０ａあたりの

賃借料が１．５俵になります。 

整理番号５ 農地の所在が酒直字下埜、地目が登記簿、現況とも田、農振

区分が農振農用地、面積が２，１５２㎡、ほか３１筆で、計６２，２２１㎡

になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。１０ａあたり

の賃借料が１．５俵になります。 

整理番号６ 農地の所在が四ツ谷字反高、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が５３７㎡、１筆です。貸付人、借受人、経営面

積は記載のとおりです。１０ａあたりの賃借料が１俵になります。 

整理番号７ 農地の所在が長門谷字上、地目は登記簿が田、現況が畑、農

振区分が農振農用地、面積が４４９㎡、ほか１１筆で、計６，８４６㎡にな

ります。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

借料が１俵になります。 

整理番号８ 農地の所在が酒直字天ノ宮、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が７１㎡、ほか４６筆で、計９３，８９６㎡にな
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ります。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

借料が１．５俵と１．５表相当額になります。 

整理番号９ 農地の所在が請方字上請方、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が２，３８２㎡、ほか３筆で、計１１，０５３㎡

になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。１０ａあたり

の賃借料が１．５俵になります。 

整理番号１０ 農地の所在が北辺田字下埜、地目が登記簿、現況とも田、

農振区分が農振農用地、面積が１，８６１㎡、ほか１４筆で、計３７，０３

３㎡になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。１０ａあ

たりの賃借料が１．５俵になります。 

整理番号１１ 農地の所在が中谷字中谷、地目は登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が３，６７９㎡、１筆です。貸付人、借受人、経

営面積は記載のとおりです。１０ａあたりの賃借料が３俵相当額になります。 

整理番号１２ 農地の所在が中谷字中谷、地目は登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が１，１０１㎡、１筆です。貸付人、借受人、経

営面積は記載のとおりです。１０ａあたりの賃借料が１．５俵になります。 

整理番号１３ 農地の所在が中谷字中谷、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が２，６５３㎡、ほか３筆で、計１１，４６３㎡

になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。１０ａあたり

の賃借料が１．５俵になります。 

整理番号１４ 農地の所在が須賀字林下、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が２，６５０㎡、ほか１０筆で、計１９，０５３

㎡になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。１０ａあた

りの賃借料が１．５俵相当額になります。 

整理番号１５ 農地の所在が酒直字池ノ内、地目が登記簿、現況とも田、

農振区分が農振農用地、面積が１，９８６㎡、ほか１３筆で、計２９，２３

９㎡になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。１０ａあ

たりの賃借料が１．５俵相当額と１．５俵になります。 

本案件は議案第３号整理番号１から２８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。借受人の１５名については、新規就農者１

名と地域の担い手農家１４名であり、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。 

 

○８番（大野久男） 整理番号１１の賃借料が１０アール当たり３俵相当額となって

いるが根拠は。 
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○事務局次長（小川和弘） 根拠は、申込書に記載されているとおりで、貸付者と借

受者の間での決定事項です。 

 

○２番（小川英夫） 農協の直売所の前にハウスをやっているところを施設込みで借

りるという話だと思います。 

 

○議長（大野久男） ほか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。 

次に、議案第４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４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４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４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４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。 

 よって議案第４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。 
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次の議案第４号整理番号５については、私に関連する議案ですので退席しま

す。議長を私に代わって、宮本職務代理にお願いいたします。 

 

（大野議長退席、宮本代理議長席へ移動する） 

 

○議長（宮本敏郎） それでは続けます。議案第４号整理番号５を、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（宮本敏郎） 挙手全員。 

 よって議案第４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。 

大野会長に関連する議案審議が終わりましたので、議長を大野会長にお願 

いします。 

 

（大野会長入室し議長席へ、宮本代理自席へ移動する） 

 

○議長（大野久男） 次の議案第４号整理番号６については、朝倉委員に関する議案

ですので退席をお願いします。 

 

（朝倉委員退席） 

 

○議長（大野久男） 議案第４号整理番号６については、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。 

 朝倉委員、着席してください。 

 

   （朝倉委員着席） 

 

○議長（大野久男） 次に、議案第４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） 

 



 17 

○議長（大野久男） 挙手全員。 

 よって議案第４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４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４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。 

次に、議案第４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４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４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４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。 

次に、議案第４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４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。 

次に、議案第４号整理番号１２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） 
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○議長（大野久男） 挙手全員。 

 よって議案第４号整理番号１２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４号整理番号１３については、長谷川委員に関連する議案です

ので退席をお願いします。 

 

（長谷川委員退席） 

 

○議長（大野久男） 議案第４号整理番号１３については、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１３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。 

 長谷川委員、着席してください。 

 

   （長谷川委員着席） 

 

○議長（大野久男） 次の議案第４号整理番号１４については、宮本委員に関する議

案ですので退席をお願いします。 

 

（宮本委員退席） 

 

○議長（大野久男） 議案第４号整理番号１４については、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１４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。 

 宮本委員、着席してください。 

 

   （宮本委員着席） 

 

○議長（大野久男） 次に、議案第４号整理番号１５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。 
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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４号整理番号１５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５号 栄町農業振興地域整備計画の変更について、

を議題とし、産業課の説明を求めます。 

 

○産業課（米本貴宏） 議案第５号 栄町農業振興地域整備計画の変更についてご説

明いたします。別冊の資料をご覧ください。栄町農業振興地域整備計画の農

用地利用計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第

３条の２第２項で準用する同条第１項の規定により、意見を求めるものでご

ざいます。（以下、説明した主な内容を記載する） 

    ・資料の様式第９号の（１）事業計画の概要についてから（６）担い手農用

地利用への影響までを資料により説明する。 

・周辺土地利用状況図にて、駐車場予定地と農振農用地のエリアから除外す

る場所を説明する。 

・農地法上の転用許可及び都市計画法上の手続きが不要である旨説明する。 

    ・様式第７号の（２）農用地区域の概要により、田の面積が変更となること

を説明する。 

 

○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。芝野委員。 

 

○３番（芝野茂） ここに、土地改良区のパイプラインが入っているが支障はないで

すか。 

 

○産業課（米本貴宏） 土地改良区と協議しており、支障なく対応できます。 

 

○議長（大野久男） ほか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５号 栄町農業振興地域整備計画の変更について、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５号については、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。 
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○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、整理番号１から整理番号３について、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３９ページをご参照ください。 

農地の所在が中谷字一野割、２筆あり、登記簿地目が畑と田、面積が８５

㎡と１６１㎡、所有者は記載のとおりで、本件は、登記簿上の地目が農地で、

現況が農地以外のものになっている地目変更登記について、千葉地方法務局

成田出張所から照会があった案件になります。平成２９年７月３日に事務局

で現地調査したところ、この土地は宅地の一部であり、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。 

 

○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。 

     次に、報告第２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２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。位置については４１ページをご参照ください。 

      農地の所在が北字北、地目が登記簿、現況とも田、農振区分が農振農用 

地、面積が４，５８５㎡、ほか１筆で、計７，６５８㎡になります。貸付人、

借受人、解約申込日等につきましては、記載のとおりです。解約形態は合意

解約になります。 

     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。

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） 
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○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。 

     次に、報告第３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３号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地

転用届出書について、専決処分したので報告します。位置については４３ペ

ージをご参照ください。 

     権利種別が所有権移転、申請人は記載のとおりで、申請地が安食ト杭新田

字立島、地目は登記簿が畑、現況が宅地、面積が０．２８㎡、転用目的が住

宅用地、受理年月日が平成２９年７月２０日になります。 

本件は市街化区域内の農地について、住宅用地として転用届出があったため、

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。 

 

○２番（小川英夫） 面積が０．２８㎡だが、経緯はわかるか。 

 

○事務局次長（小川和弘） 経緯は分かりません。 

 

○議長（大野久男） 他に質問がないようですので、以上で報告第３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、事務局から報告があります。 
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○事務局次長（小川和弘） 矢口工業団地拡張事業に伴う農地法第５条の規定による

許可申請書の訂正について、報告させていただきます。 

本件は、平成２９年１月１７日付けで申請されておりますが、その後の平

成２９年６月１５日付けの開発行為許可申請においては、県都市計画課の指

導のもと平成２９年３月に町が公共事業として設置した用排水路用地を除外

した申請としております。一方、平成２９年１月１７日付けで申請済みの農

地転用許可申請においては、用排水路用地を含んだ申請となっていることか

ら、県農地・農村振興課より、農地転用申請も開発行為申請との整合を図る

ため用排水路用地を除外するよう指導があり、矢口字中流６６３番、３，２

９１㎡を同６６３番１、２，６８３㎡に訂正し、また、矢口字中流６６２番、

３，４７４㎡を同６６２番１、３，４６６㎡に訂正を行ったものです。なお、

用排水路用地の農地転用申請は、町が行った工事で収用法該当事業であるこ

とから、許可申請は不要との指導を得ています。以上です。 

 

 

○議長（大野久男） 質問がなければ、以上を持ちまして平成２９年第７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５０分閉会 

 


