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１ 開催日時  平成２９年１０月５日（木）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２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４条第１項第７号の規定による農地転用届出書に

ついて 

報告第２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 

報告第３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（なし） 
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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９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、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１２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） 議案第１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から整理番号１２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。 

整理番号１ 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２，７４０㎡、ほか４筆で、計１７，１５２㎡に

なります。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１０月２０日から平成３９年１０

月１９日までとなります。以降、整理番号１２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２ 農地の所在が安食字埜原、地目が登記簿、現況とも田、農振

区分が農振農用地、面積が２，４４４㎡、ほか１０筆、計２１，２５１㎡で
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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６７０㎡、ほか３筆で、計１２，０１７㎡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 農地の所在が長門谷字上、地目は登記簿、現況とも田、面積

が１，９３３㎡、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５ 農地の所在が安食字下埜、地目が登記簿、現況とも田、農振

区分が農振農用地、面積が５６０㎡、ほか４筆で、計７，６１０㎡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 農地の所在が安食字下埜、地目が登記簿、現況とも田、農振

区分が農振農用地、面積が３，０００㎡、ほか６筆で、計１６，５８１㎡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３，６１７㎡、ほか１筆で、計５，６６４㎡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２，１３０㎡、ほか１７筆で、計２０，２０２㎡

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１，９５９㎡、ほか１筆で、計４，３５９㎡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３，０５０㎡、ほか１筆で、計４，８３０㎡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７４０㎡、ほか２７筆で、計４８，６４６㎡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３，０００㎡、ほか５筆で、計１０，１３３㎡

になります。貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。 

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。本案

件と次の議案第２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、１２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。 
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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。 

    

（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１

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１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１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１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１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１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１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１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１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１号整理番号５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１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１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１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１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１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１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１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１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１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１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１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） 
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○議長（大野久男） 挙手全員。 

     よって議案第１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１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１号整理番号１２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２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２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から整理番

号１１まで一括してご説明いたします。 

整理番号１、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２，７４０㎡、ほか３筆で、計１５，８２４㎡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俵で、期間が平成２９年１０月２０日から平成３９年１０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 農地の所在が和田字外下仲耕地、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１，３２８㎡、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３ 農地の所在が安食字埜原、地目が登記簿、現況とも田、農振

区分が農振農用地、面積が２，４４４㎡、ほか３７筆で、計６８，８５２㎡

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表になります。 

整理番号４ 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４，３７２㎡、ほか４筆で、計１３，２４５㎡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５ 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６７０㎡、ほか３筆で、計１２，０１７㎡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俵及び１．５表相当額になります。 
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整理番号６ 農地の所在が長門谷字上、地目が登記簿、現況とも田、農振

区分が農振農用地、面積が１，９３３㎡、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７ 農地の所在が安食字下埜、地目が登記簿、現況とも田、農振

区分が農振農用地、面積が３，０００㎡、ほか１１筆で、計２４，１９１㎡

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３，６１７㎡、ほか１筆で、計５，６６４㎡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２，１３０㎡、ほか１５筆で、計１２，８３２㎡

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１，９５９㎡、ほか１筆で、計４，３５９㎡

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大崩、地目は登記簿、現況とも田、農

振区分が農振農用地、面積が３，０００㎡、ほか５筆で、計１０，１３３㎡

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１号整理番号１から１２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１１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。 

 

○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２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２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２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。 

 ここで、次の議案第２号整理番号３については、私に関連する議案ですの

で、議長を宮本職務代理にお願いし退室します。 

 

（大野会長退室し、宮本職務代理議長席へ） 

 

○議長（宮本敏郎職務代理） 議案第２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（宮本敏郎職務代理） 挙手全員。 

 よって議案第２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。大野会長に関連する議案が終わりましたので、

議長を大野会長に代わります。 

 

（大野会長入室し議長席へ、宮本職務代理自席へ） 

 

○議長（大野久男） 次に、議案第２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２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２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） 挙手多数。 

 よって議案第２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２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２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２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２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２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２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２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２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２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。 
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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２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２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。 

                                        

○議長（大野久男） 次に、報告第１号 農地法第４条第１項第７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１号 農地法第４条第１項第７号の規定による農地

転用届出書について、ご説明します。位置については２１ページをご参照く

ださい。 

     整理番号１、申請者は記載のとおりです。申請地が安食字外下埜、地目は

登記簿が畑、現況が宅地、面積が１０㎡、転用目的が宅地、受理年月日が平

成２９年９月１日になります。 

     本件は市街化区域内の農地について、宅地として農地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

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、届出書の記載事項及び添付書類の確認、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。 

 

    （発言なし） 

 

○議長（大野久男） 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２号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地
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転用届出書について、ご説明します。位置については２３ページをご参照く

ださい。 

     整理番号１、貸付人、借受人は記載のとおりです。申請地が酒直字浅間下、

地目が登記簿、現況とも畑、面積が１７８㎡、転用目的が住宅用地、受理年

月日が平成２９年９月６日です。 

     本件は市街化区域内の農地について、住宅用地として使用貸借権の設定を

伴う農地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。届出書の記載事項及び添付書類の確認、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。 

 

    （発言なし） 

 

○議長（大野久男） 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３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２６、２７ページをご参照ください。 

     整理番号１と２については、借受人が同じため一括して説明させていただ

きます。 

     整理番号１ 所在が北辺田字水神前、地目が登記簿、現況とも田、農振区

分が農振農用地、面積が６１１㎡、ほか１筆で、計７１６㎡です。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。 

     整理番号２ 所在が北辺田字古新田、地目が登記簿、現況とも田、農振区

分が農振農用地、面積が３，０００㎡、ほか７筆で、計２０，３５３㎡です。

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。 

本案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、説明とさせていただきます。 

     続いて、整理番号３ 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７４０㎡、ほか２７筆で、計４８，６４６㎡で

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。 
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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

らの農地については、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ものです。このたび議案第１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、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） 質問がないようですので、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。 

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。 

 

○６番（朝倉友子） 北辺田、興津の遊休農地でブルーベリーを作付するということ

で、以前、農業委員会にも議案が出されたが、現状はどうなっているか説明

をお願いします。 

 

○事務局長（湯原国夫） アグリベリーの件だと思いますが、当初、北辺田小学校を

借りて加工場を作って出荷するということであったが、アグリベリーが校舎

の使用料の滞納などがあって、校舎の使用契約は解除になりました。が、借

りた農地については、１０年間の使用貸借権を設定していますので、今後も

責任をもって借りていきます。今、アグリベリーが借りている面積は約３．

７ｈａ程まで広げております。多少草が生えているところもありますが、管

理する社員も一人来て管理しています。まだ出荷まではいってない状況です。 

 

○６番（朝倉友子） 分かりました。ありがとうございます。 

 

○事務局長（湯原国夫） 何かありましたか。 

 

○６番（朝倉友子） 以前、北辺田の人から聞かれ、最近も聞かれ、あまり手をかけ

ていないようなことを言われてたので質問しました。 

 

○事務局長（湯原国夫） 北辺田小学校に出入りがなくなったので、見ることがすく

なくなったかも知れませんが、農地のほうは管理しています。産業課も月に
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一度確認しており、管理する人がいれば草刈りなどの指導をしています。 

 

○議長（大野久男） ほかに質問がなければ、以上を持ちまして平成２９年第９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 

 


