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１ 開催日時  平成３０年１月１１日（木）午後３時００分から午後３時３０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 

議案第３号 栄町農業振興地域整備計画の変更について 

報告第１号 地籍調査事業に伴う農耕地の地目変更に係る現地確認につ

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（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３０年第１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４まで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４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。位置については、３ページ

から６ページになります。 

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、面積が１，８３５㎡、ほか１筆で、計２，８１８㎡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３０年１月２２日から平成４０年１月２

１日までとなります。以降、整理番号４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 農地の所在が矢口字大牧大沼、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１，３５２㎡、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２，１０７㎡、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４ 農地の所在が請方字上請方、地目は登記簿、現況とも田、面

積が２，０５１㎡、ほか２筆で、計６，６０８㎡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。本件は、４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） 
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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。 

                                       

○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４まで、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４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、面積が１，８３５㎡、ほか１筆で、計２，８１８㎡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３０年１月２２日から平成４０年１月２１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 農地の所在が矢口字大牧大沼、地目は登記簿、現況とも田、

農振区分が農振農用地、面積が１，３５２㎡、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３ 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２，１０７㎡、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表になります。 

整理番号４ 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２，０５１㎡、ほか２筆で、計６，６０８㎡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。 

本件は議案第１号整理番号１から４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４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
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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） 

 

○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。 

 次に、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（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、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



 6 

回答することに決定しました。 

                                        

○議長（大野久男） 次に、議案第３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、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局長（湯原国夫） 議案第３号 栄町農業振興地域整備計画の変更について、

ご説明します。いわゆる農振地域の除外について、町長から意見を求められ

ていますので議案とするものでございます。 

配布資料の最後のページにあります周辺土地利用状況図を御覧ください。

当該地は、青線で囲まれたところで、所在が栄町矢口字中流６２９、地目が

田、面積が３０１㎡でございます。紫色の線で囲まれたところは、昨年度議

題とさせていただきました日本食研の工場拡張により農振除外を行っており

ます。その農振除外に伴って矢口工業団地の南側を通ります町道 1004 号線

が通行できなくなることから、新たに町道を整備し、既存の道路と接続する

ものでございます。具体的には、町道１００４号線の神谷倉庫の下のあたり

から町道１３０１６号線と接続させ、拡張する工場の周辺を通る形となりま

すが、その丁字路となる部分については、円滑に通行が出来るよう広く整備

します。これにより、農振農用地の部分まで道路を整備する必要があること

から、農振農用地から除外しようとするものでございます。 

 

○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３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。 

                                        

○議長（大野久男） 次に、報告第１号 地籍調査事業に伴う農耕地の地目変更に係

る現地確認について、を議題とし、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局次長（小川和弘） 報告第１号について、ご説明します。資料の９ページか

ら１２ページをご参照ください。 
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     本件は、町で地籍調査事業を行っておりまして、今回の調査地区は、安食

前新田と十五町歩の一部になります。地籍調査を行っている中で、地目につ

いても農地から変更できるということで地権者から申し出があり、平成２９

年１１月１３日に、芝野委員、川嶋推進委員、事務局で現地を確認したもの

です。資料の１０ページ、１１ページに申請地の一覧表があります。筆数は

５３筆です。現況地目欄が今回の調査結果の地目です。宅地は住宅地として

利用されており、雑種地は駐車場等として、道路は町道として利用されてい

るものです。また、一部という表示は、筆の一部が農地でない、記載地目の

利用をしているもので、分筆登記がされるものです。位置については、１２

ページに表示させていただいております。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。 

 

○２番（小川英夫） 道路は、私道なのか。 

 

○事務局次長（小川和弘） 町道です。既に町道として利用しているものです。 

 

○２番（小川英夫） 地主は認識しているか。 

 

○事務局次長（小川和弘） 地権者が立ち会って決めていく作業なので、地権者に了

解を得て行っていると思います。 

 

○２番（小川英夫） 地権者から買い取るのか。 

 

○事務局次長（小川和弘） 買い取るか、寄附をしていただくのかなどは把握してい

ません。ただ、地権者の了解を得て行っていくことではあると思います。 

 

○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。 

 

○議長（大野久男） 質問がなければ、以上を持ちまして平成３０年第１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３０分閉会 


