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１ 開催日時  平成２９年９月７日（木）午後３時００分から午後４時１０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） 

               浅倉忠邦 

 

                



 2 

                                        

◎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８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、

整理番号１について事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（小川和弘） 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 権利は所有権移転無償、農地の所在は酒直字浅間下、地目は

登記簿、現況とも田、農振区分が農振農用地、面積が２，２３９㎡、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。なお、この案件につきましては対価の支払いがない贈与という申請

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
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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、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。 

 

○１番（鈴木薫） 今回申請された酒直地区の農地について、現地を確認しましたと

ころ、水田地帯であり、水稲が作付されている状況でした。管理状況は稗が

生えていましたが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発言があり

ましたらお願いします。 

 

○農地利用最適化推進委員（浅倉忠邦） 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。 

 

    （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について、事務局の説

明を求めます。本件は、長谷川委員に関連する案件ですので、退室をお願い

いたします。 

 

    （長谷川委員退室） 
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○事務局次長（小川和弘） 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をご説明いたします。位

置は資料の４ページをご参照ください。 

整理番号１ 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４４６㎡、ほか８筆で、計１０，２６６㎡になります。

内容が所有権移転有償、譲渡人、譲受人、経営面積につきましては記載のと

おりです。 

本件は、農業経営基盤強化促進法に基づき、所有権の移転を目的として申

請のあったものです。この譲受人は、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ます。またこの集積は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、譲受人の営農状況、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。 

長谷川委員、入室をしてください。 

 

（長谷川委員入室） 

 

○議長（大野久男） 次に、議案第２号整理番号２ら整理番号２１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。 

 

○事務局次長（小川和弘） それでは、整理番号２から２１までご説明いたします。

位置につきましては、後ろに掲示しておりますのでご確認ください。 

整理番号２ 農地の所在が酒直字落合、地目が登記簿、現況とも田、農振

区分が農振農用地、面積が２，２１２㎡、ほか１筆で、計４，９３９㎡にな
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ります。内容が中間管理権の取得、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９月２０日から平成３９年９月１９

日までとなります。以降、整理番号２１まで、内容と期間は同じですので、

説明を省略させていただきます。 

整理番号３ 農地の所在が須賀字浅間入、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が７３０㎡、ほか２筆、計４，１５６㎡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４ 農地の所在が須賀字鳥喰、地目が登記簿、現況とも田、農振

区分が農振農用地、面積が２，３３０㎡、ほか７筆で、計１４，６６９㎡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５ 農地の所在が須賀字鳥喰、地目は登記簿、現況とも田、農振

区分が農振農用地、面積が３，０９０㎡、ほか５筆で、計１５，６７１㎡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６ 農地の所在が安食字十五町歩、地目が登記簿、現況とも田、

農振区分が農振農用地、面積が１５５㎡、ほか４筆で、計３，４７１㎡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 農地の所在が龍角寺字円城寺、地目が登記簿、現況とも田、

農振区分が農振農用地、面積が１，６１３㎡、ほか４筆で、計９，０１４㎡

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、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が２，９６７㎡、ほか１８筆で、計４６，０７７．

４㎡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３，０００㎡、ほか６筆で、計１４，８００㎡

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２，２１８㎡、ほか１１筆で、計１９，８７６

㎡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 農地の所在が酒直字白山、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が５８１㎡、ほか２筆で、計３，４０２㎡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１，５６８㎡、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 農地の所在が北字押砂埜、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が３，４４２㎡、ほか１筆で、計６，１９４㎡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２，２８６㎡、１筆です。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１５ 農地の所在が須賀字主房、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が１，９６７㎡、ほか６筆で、計１８，４０４㎡

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 農地の所在が北字押砂埜、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が１，４２９㎡、ほか１筆で、計４，５３０㎡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１，８５３㎡、ほか５筆で、計９，９０２㎡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仲郭、地目が登記簿、現況とも畑、面

積が１１５㎡、ほか７筆で、計１，５３４㎡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追作、地目が登記簿、現況とも畑、面

積が８９２㎡、ほか１５筆で、計２４，００９㎡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落合、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が３，０５０㎡、ほか１４筆で、計４２，４３１

㎡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３，３７９㎡、ほか２筆で、計４，０１５㎡

になります。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あります。本案件は、２０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） 
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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。 

次に、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、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） 

 

○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。 
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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。 

 

（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。 
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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。 

次に、議案第２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２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２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） 

 

○議長（大野久男） 挙手全員。 

     よって議案第２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２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２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２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） 
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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１９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２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２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２号整理番号２１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から整理番号１２について、一括して事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（小川和弘） 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１２

を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落合埜、地目が登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が２，７２７㎡、１筆です。内容が賃貸借で、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俵相当額で、期

間が平成２９年９月２０日から平成３９年９月１９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 農地の所在が酒直字落合、地目は登記簿、現況とも田、農振

区分が農振農用地、面積が２，２１２㎡、ほか８筆で、計３，７４６㎡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３，０００㎡、ほか１６筆で、計３６，０８７㎡

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俵相当額及び１．５表になります。 

整理番号４ 農地の所在が須賀字町田、地目が登記簿、現況とも田、農振
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区分が農振農用地、面積が１，１４２㎡、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俵相当額になりま

す。 

整理番号５ 農地の所在が酒直字白山、地目が登記簿、現況とも田、農振

区分が農振農用地、面積が１，２５５㎡、ほか１８筆で、計３５，９１６㎡

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 農地の所在が安食字十五町歩、地目が登記簿、現況とも田、

農振区分が農振農用地、面積が１５５㎡、１７筆で、計２５，４２０㎡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７ 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２，９６７㎡、ほか１８筆で、計４６，０７７．

４㎡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８ 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３，０００㎡、ほか６筆で、計１４，８００㎡

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９ 農地の所在が北字押砂埜、地目が登記簿、現況とも田、農振

区分が農振農用地、面積が１，４２９㎡、ほか４筆で、計１２，２９２㎡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２，２８６㎡、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１１ 農地の所在が酒直字追作、地目は登記簿、現況とも畑、面

積が８９２㎡、ほか１５筆で、計２４，００９㎡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１２ 農地の所在が酒直字天ノ宮、地目は登記簿、現況とも田、

農振区分が農振農用地、面積が３，３７９㎡、ほか１７筆で、計４６，４４

６㎡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。 

本案件は議案第３号整理番号２から２１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１２名については、地域の担い手農

家であり、耕作等の状況、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。 
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○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） 今日、現地確認の際に耕作している田を見てもらったが、管理

が悪いので、その受け手には賛成できない方がいます。もし、賛成するので

あれば、隣接者に迷惑をかけないよう、きれいに耕作しますという誓約書な

どを提出してもらいたい。 

 

○議長（大野久男） 同行された委員で、他に意見があればお願いします。 

 

○１番（鈴木薫） 詳しくない私から見ても、田の中には稗があり、畦畔には草が多

く、管理が好ましくないと思った。 

 

○２番（小川英夫） こういう人に対して、私は賛成できません。 

 

○議長（大野久男） この中間管理事業は、農地中間管理機構に白紙委任して、配分

計画を定めるということになるが、事務局の意見は。 

 

○事務局次長（小川和弘） 農業委員会は、決定機関ではなく、配分計画を定める際

の意見を述べる機関です。一人の意見を付けることはできませんが、農業委

員会の総意であれば、意見に付けることはできると思います。 

 

○議長（大野久男） それでは、この後、一件ずつ採決しますので、その案件のとき

に意見を述べていただき、総意となれば付帯意見として加えることとします。

他にご意見ありますか。 

 

○３番（芝野茂） 貸す人と借りる人が同じ案件がありますがどういうことか。 

 

○議長（大野久男） 酒直地区では、人・農地プランに位置付けて集積を行っている

ところで、出し手が機構に一旦預け、受け手に配分するもので、これが自分

の農地の配分を受けることになります。 

 

○事務局次長（小川和弘） 補足しますと、酒直地区では地域集積協力金を申請する

ため、集積面積に加算されることから申込をしています。 

 

○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。 
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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。 

 次の議案第３号整理番号３については、宮本委員に関連する議案ですので、

ここで退室をお願いします。 

 

（宮本委員退室） 

 

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。宮本委員着席してください。 

 

（宮本委員着席） 

 

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。 

 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。 
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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。 

 次に、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。 

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） 挙手多数。 

 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すが、意見を付しますか。 

 

○２番（小川英夫） 私としては、お願いしたいと思います。 
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○議長（大野久男） 皆さん、どうですか。 

 

    （委員、同意する） 

 

○議長（大野久男） それでは、議案第３号整理番号９については、きれいに管理し

ていただく旨を付して回答することとします。 

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。 

次に、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。 

次に、議案第３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） 

 

○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、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。 

 

○事務局次長（湯原国） 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。位置については３１ページをご参照ください。 

     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２，２１８㎡、ほか１１筆で、計１９，８７６㎡になります。

権利が使用貸借権。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。 
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     本件は使用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。

これらの農地に関しては、貸付人が農業者年金の経営委譲年金を受給するた

め、これまで後継者に貸し付けてきた農地です。このたび、議案第２号で農

地中間管理事業を活用して農地を貸すことになり、後継者と交わしていた使

用貸借契約を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。 

 

○８番（大野久男） 農地中間管理事業は、貸し借りの契約をしていると１年間は自

作しないと申請できないことになっているが、このケースは大丈夫なのか。 

 

○事務局次長（小川和弘） 農業者年金を受給しているものは、ルールでできること

になっています。 

 

○議長（大野久男） ほか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。 

 

○１番（鈴木薫） 先ほどの議案で、意見を付すということになりましたが、あくま

でも努力目標で、その後は何もないのか。 

 

○事務局次長（小川和弘） 遊休農地であれば、申し込みができません。また、管理

状況が悪いものは、我々も現地を確認し地権者に指導したり、機構の確認を

していただき判断していただきます。 

 

○１番（鈴木薫） 管理は、努力目標で、やらなかった場合の対処方法は何もないの

か。 

 

○事務局次長（小川和弘） 管理が良い悪いなので非常に難しい対応だと思いますが、

農業委員会として、他の農地への悪影響があれば指導していかなければいけ

ないと思います。遊休農地で草刈りしてほしいという苦情に対しては、文書

で草刈りのお願いをしています。農地中間管理事業の中で対応できるかは、

調べさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 農地中間管理事業では、そこまで想定していないと思う。この
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ようなケースは農業委員会から指導になるのかと思うが、時間もあるので、

次回までに調べて報告していただくこととします。 

 

○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８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１０分閉会 

 


