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１ 開催日時  平成３０年９月６日（木）午後１５時００分から午後１５時３０分 

２ 開催場所  栄町役場庁舎５階第１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 

３番 芝野 茂 

４番 長谷川 貴子 

５番 竹本 英二 

 

４ 欠席委員 

２番 小川 英夫 

６番 朝倉 友子 

     

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 

    そ の 他  

 

６ 出席職員 

農業委員会事務局次長 山田 英明 

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 

       

      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１５時００分開会 

○事務局長（奥野陽一） 

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１０回栄町農業委員会総会を開会します。本日は委員８

名中６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、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

局職員の山田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地利用集積計画の承認についてを 

議題とします。整理番号１から整理番号２２までは、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（奥野陽一） 

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２２まで、一括してご説明させていただきます。 

場所については、資料の１３ページから３３ページをご覧ください。 

なお、本件と次の議案第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、その後担い手農家に貸し付けるというものです。 
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本件は、千葉県園芸協会が農業経営基盤強化促進法により２２名の貸付人から農地

を預かるため、農地の中間管理権を取得するものです。 

なお、貸付期間は全て平成３０年９月２０日から平成４０年９月１９日までの１０ 

年間ですので個々の説明は省略させていただきます。 

それでは、順にご説明いたします。敬称は略させていただきます。 

整理番号１ 農地の所在が中谷字中谷７７６他７筆で、合計 20,712㎡です。 

続いて２ページ、整理番号２、農地の所在が請方字下請方 1524他６筆で、合計 19,182 

㎡です。 

次に、整理番号３、農地の所在が請方字下請方 1552他５筆で、合計 11,134㎡です。 

続いて３ページ、整理番号４、農地の所在が中谷字中谷 848他１１筆で、合計 32,633 

㎡です。 

続いて４ページ、整理番号５、農地の所在が北字北 1154－1他４筆で、合計 6,981 

㎡です。 

次に、整理番号６、農地の所在が北字北 1078他２筆で、合計 11,262㎡です。 

次に、整理番号７、農地の所在が中谷字中谷 801、2,061㎡です。 

続いて５ページ、整理番号８、農地の所在が請方字上請方 1768他１０筆で、合計 

29,926㎡です。 

続いて６ページ、整理番号９、農地の所在が北字北 1167他８筆で、合計 22,917㎡ 

です。 

次に、整理番号１０、農地の所在が布太字斗合田 540他３筆で、合計 10,154㎡です。 

続いて７ページ、整理番号１１、農地の所在が請方字上請方 1753他５筆で、合計 

16,437㎡です。 

次に、整理番号１２、農地の所在が北字北 1175他３筆で、合計 23,126㎡です。 

続いて８ページ、整理番号１３、農地の所在が請方字上請方 1770他１１筆で、合計 

26,782㎡です。 

続いて９ページ、整理番号１４、農地の所在が北字押砂埜 1334－1他３筆で、合計 

9,806㎡です。 

次に、整理番号１５、農地の所在が中谷字中谷 765他７筆で、合計 19,473㎡です。 

続いて１０ページ、整理番号１６、農地の所在が請方字上請方 1405他３筆で、合計 

15,251㎡です。 

次に、整理番号１７、農地の所在が北字押砂埜 1337他６筆で、合計 17,004㎡です。 

続いて１１ページ、整理番号１８、農地の所在が請方字下請方 1490、4,094㎡です。 

次に、整理番号１９、農地の所在が三和字前耕地 103－1他２筆で、合計 5,660㎡で

す。 

次に、整理番号２０、農地の所在が中谷字中谷 714、4,914㎡です。 

続いて１２ページ、整理番号２１、農地の所在が北字北 1226他１筆で、合計 6,327 

㎡です。 

最後に、整理番号２２、農地の所在が南字中耕地 113－1他２筆で、合計 7,478㎡で

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。 

 

   （挙手なし） 

 

○議長（大野久男） 

発言がないようなので、以上で質疑を打ち切り、議案第１号整理番号１から整理番 

号２２の採決をします。 

 初めに整理番号１に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

よって整理番号１については、原案のとおり決定しました。 

次に、整理番号２に賛成の方の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号２については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号３に賛成の方の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号３については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号４に賛成の方の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号４については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号５に賛成の方の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号５については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号６に賛成の方の挙手を求めます。 
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   （挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号６については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号７に賛成の方の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号７については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号８に賛成の方の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号８については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号９に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号９については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号１０に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号１０については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号１１に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号１１については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号１２に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 
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よって整理番号１２については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号１３に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号１３については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号１４に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号１４については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号１５に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号１５については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号１６に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号１６については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号１７に賛成の方の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号１７については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号１８に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号１８については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号１９に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 
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○議長（大野久男） 

 よって整理番号１９については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号２０に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号２０については、原案のとおり決定しました。 

 次に、整理番号２１に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号２１については、原案のとおり決定しました。 

次に、整理番号２２に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

 よって整理番号２２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、を議題とします。 

 整理番号１から整理番号１６について、一括して事務局の説明を求めます。 

 

○事務局長（奥野陽一） 

それでは３４ページ、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１６まで、

一括してご説明させていただきます。 

なお、本件は、農地の中間管理権を取得する「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。 

 貸し手は、議案１号でご説明した方々ですので説明は省略させていただきます。 

また、全て借り入れ期間は平成３０年９月２０日から平成４０年９月１９日までの

１０年間ですので個々の説明は省略させていただきます。 

 

それでは、順にご説明いたします。 
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初めに、３４ページから３５ページにかけて、整理番号１、農地の所在が中谷字中

谷 776他１５筆で、合計 49,832㎡。１０アールあたりの賃借料は１．５俵です。 

続いて３６ページ、整理番号２、農地の所在が中谷字中谷 840 他１１筆で、合計

31,562㎡。１０アールあたりの賃借料は山本・高塚両名には１．５俵、渡邊さんには

１．５俵相当額です。 

続いて３７ページ、整理番号３、農地の所在が北字押砂埜 1337 他１３筆で、合計

36,186㎡。１０アールあたりの賃借料は１．５俵です。 

続いて３８ページ、整理番号４、農地の所在が請方字下請方 1552 他９筆で、合計

26,385㎡。１０アールあたりの賃借料は１．５俵です。 

続いて３９ページ、整理番号５、農地の所在が中谷字中谷 848 他１１筆で、合計

32,633㎡。１０アールあたりの賃借料は１．５俵相当額です。 

続いて４０ページ、整理番号６、農地の所在が北字北 1092、3,604 ㎡。１０アール

あたりの賃借料は１．５俵相当額です。 

続いて、４１ページにかけて、整理番号７、農地の所在が請方字上請方 1768他１１

筆で、合計 31,987㎡。１０アールあたりの賃借料は１．５俵です。 

次に、整理番号８、農地の所在が布太字斗合田 540他３筆で、合計 10,154㎡。１０

アールあたりの賃借料は１．５俵です。 

続いて４２ページ、整理番号９、農地の所在が請方字上請方 1753 他５筆で、合計

16,437㎡。１０アールあたりの賃借料は１．５俵です。 

続いて４３ページ、整理番号１０、農地の所在が請方字上請方 1770他１１筆で、合

計 26,782㎡。１０アールあたりの賃借料は１．５俵です。 

続いて４４ページ、整理番号１１、農地の所在が北字押砂埜 1334－1 他４筆で、合

計 14,720㎡。１０アールあたりの賃借料は土屋さんには１．５俵相当額、築比地・藤

原さんには１．５俵です。 

続いて４５ページにかけて、整理番号１２、農地の所在が中谷字中谷 765他７筆で、

合計 19,473㎡。１０アールあたりの賃借料は１．５俵です。 

次に、整理番号１３、農地の所在が請方字下請方 1490、4,094 ㎡。１０アールあた

りの賃借料は１．５俵です。 

次に、整理番号１４、農地の所在が三和字前耕地 103－1他２筆で、合計 5,660㎡。

１０アールあたりの賃借料は１．５俵です。 

続いて４６ページ、整理番号１５、農地の所在が北字北 1226他１筆で、合計 6,327

㎡。１０アールあたりの賃借料は１．５俵です。 

最後に、整理番号１６、農地の所在が南字中耕地 113－1他２筆で、合計 7,478㎡。

１０アールあたりの賃借料は１．５俵です。 

 

 以上ですが、借受人の１６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し 

ます。 

 

   （挙手なし） 

 

○議長（大野久男） 

発言がないようなので、以上で質疑を打ち切り、議案第２号整理番号１から整理番 

号１６の採決をします。 

整理番号１に賛成の方の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

よって整理番号１については、農業委員会として意見なしと回答することに決定し 

ました。 

次に、整理番号２について賛成の方の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

よって整理番号２については、農業委員会として意見なしと回答することに決定し 

ました。 

次に、整理番号３について賛成の方の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

よって整理番号３については、農業委員会として意見なしと回答することに決定し 

ました。 

次に、整理番号４について賛成の方の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

よって整理番号４については、農業委員会として意見なしと回答することに決定し 

ました。 

次に、整理番号５について賛成の方の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 
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○議長（大野久男） 

よって整理番号５については、農業委員会として意見なしと回答することに決定し 

ました。 

次に、整理番号６について賛成の方の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

よって整理番号６については、農業委員会として意見なしと回答することに決定し 

ました。 

次に、整理番号７について賛成の方の挙手を求めます。 

 

   （挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

よって整理番号７については、農業委員会として意見なしと回答することに決定し 

ました。 

次に、整理番号８について賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

よって整理番号８については、農業委員会として意見なしと回答することに決定し 

ました。 

次に、整理番号９について賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

よって整理番号９については、農業委員会として意見なしと回答することに決定し 

ました。 

次に、整理番号１０について賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

よって整理番号１０については、農業委員会として意見なしと回答することに決定 

しました。 

次に、整理番号１１について賛成の方の挙手を求めます。 
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（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

よって整理番号１１については、農業委員会として意見なしと回答することに決定 

しました。 

次に、整理番号１２について賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

よって整理番号１２については、農業委員会として意見なしと回答することに決定 

しました。 

次に、整理番号１３について賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

よって整理番号１３については、農業委員会として意見なしと回答することに決定 

しました。 

次に、整理番号１４について賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

よって整理番号１４については、農業委員会として意見なしと回答することに決定 

しました。 

次に、整理番号１５について賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

よって整理番号１５については、農業委員会として意見なしと回答することに決定 

しました。 

次に、整理番号１６について賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

よって整理番号１６については、農業委員会として意見なしと回答することに決定 

しました。 
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◎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） 

 

○議長（大野久男） 

 以上を持ちまして平成３０年第１０回総会を閉会します。 

 

○事務局（奥野陽一） 起立、礼。お疲れ様でした。 

                                        

                            午後１５時３０分閉会 


