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１ 開催日時  平成３０年１０月４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 

６番 朝倉 友子 

 

４ 欠席委員       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 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 

       

      川嶋清一  諸岡利雄  木﨑功  野平敬二 
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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１１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、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用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８５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） 

それでは議案第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８５まで、一括してご説明させていただきます。 

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ございます。 
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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８５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ございます。 

それでは、初めに整理番号１番から整理番号２４番までご説明いたします。 

場所については、６９ページから８６ページの図をご覧ください。 

貸付期間については、全て平成３０年１０月２２日から平成４０年１０月２１日まで

の１０年間となっております。また、貸付人、借受人、経営面積は、それぞれ記載の

とおりです。 

それでは、順次ご説明いたします。 

整理番号１農地の所在が安食字前新田 2849－11他 10筆で 22,519㎡です。 

次に整理番号２農地の所在が酒直字落合埜 1718－24 2,423㎡です。 

次に整理番号３農地の所在が矢口字辺田前 806他 7筆で 13,021㎡です。 

次に整理番号４農地の所在が北辺田字古新田 487他 8筆で 23,126㎡です。 

次に整理番号５農地の所在が北辺田字水神前 955他 1筆で 716㎡です。 

次に整理番号６農地の所在が請方字下請方 1370他 4筆で 11,293㎡です。 

次に整理番号７農地の所在が矢口字榎本 452他 2筆で 5,058㎡です。 

次に整理番号８農地の所在が安食字大洲 3804－1他 10筆で 18,169㎡です。 

次に整理番号９農地の所在が安食字大洲 3807－5 1,983㎡です。 

次に整理番号１０農地の所在が安食字大洲 3814－1他 6筆で 11,513㎡です。 

次に整理番号１１農地の所在が請方字下請方 1406他 3筆で 15,207㎡です。 

次に整理番号１２農地の所在が請方字上請方 1592他 2筆で 9,257㎡です。 

次に整理番号１３農地の所在が請方字下請方 2072－2他 1筆で 6,722㎡です。 

次に整理番号１４農地の所在が請方字上請方 1624 2,749㎡です。 

次に整理番号１５農地の所在が北字北 1057他 9筆で 11,307㎡です。 

次に整理番号１６農地の所在が請方字上請方 1697 6,704㎡です。 

次に整理番号１７農地の所在が請方字下請方 1365他 9筆で 23,739㎡です。 

次に整理番号１８農地の所在が請方字上請方 1595他 7筆で 20,038㎡です。 

次に整理番号１９農地の所在が請方字上請方 1809 1,701㎡です。 

次に整理番号２０農地の所在が須賀字下割 771他 9筆で 18,813㎡です。 

次に整理番号２１農地の所在が北辺田字上ノ池 1052他 1筆で 2,261㎡です。 

次に整理番号２２農地の所在が曽根字曽根 163 2,605㎡です。 

次に整理番号２３農地の所在が請方字下請方 1423 1,419㎡です。 

最後に整理番号２４農地の所在が請方字下請方 1375 1,598㎡です。 

続きまして、整理番号２５から整理番号８５番までをご説明いたします。 

場所については、８７ページの図をご覧ください。 

これは、全て押付地区の利用集積です。 

貸付期間は、全て平成３０年１０月２２日から平成４８年１０月２１日までの１８

年間となっております。 

通常の農地中間管理権の設定期間は、原則１０年以上ということで、通常１０年契

約ですが、押付地区においては、農地中間管理機構関連の農地整備事業、今後実施し

ます基盤整備事業に係る新たな機構関連事業の負担金の要件を満たすために１８年と
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なっております。 

具体的には、機構関連事業の場合には、農地中間管理機構の設定期間については「基

盤整備の事業計画の公告日から１５年以上あること」という要件があり、事業計画の

公告をするまでに、今から３年かかるとして１８年間としたものです。 

農地の所在、面積、貸付人、借受人、経営面積等は、それぞれ記載のとおりとなっ

ており、合計６１件、676筆、498,733.61㎡となっております。 

８７ページをご覧ください。 

カラ―の図面が集積エリアとなっており、面積は約６０ヘクタールです。その内、

今回農地中間管理権が設定されたのが、赤い囲みの部分です。 

最終的には、事業対象農地の全てについて中間管理権を設定しなければなりません

ので、残りの農地についても中間管理権の取得について、次回以降の総会で審議して

いただく事になります。 

 

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８５の採決をします。 

 本来なら１件づつ採決を行うところですが、今回については一括して採決を行いた 

いと思いますがいかがでしょうか。 

    

   （異議なし） 

 

 異議なしとのことですので、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

○議長（大野久男） 

よって議案第１号については、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。 
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 整理番号１から整理番号２８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、８８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２８ま

で、一括してご説明させていただきます。 

初めに整理番号１番から整理番号１４番までをご説明いたします。 

内容は賃借権の設定で、貸付人、借受人、転貸人、経営面積は記載のとおりです。 

また、１０ａあたりの賃借料は全て１．５俵、期間は平成３０年１０月２２日から

平成４０年１０月２１日までの１０年間となっております。 

それでは、ご説明いたします。 

整理番号１農地の所在が安食字前新田 2849－11他 7筆で 16,862㎡です。 

次に、整理番号２農地の所在が安食字大洲 3818－6 1,983㎡です。 

次に、整理番号３農地の所在が酒直字落合埜 1718－24他 3筆で 8,080㎡です。 

次に、整理番号４農地の所在が矢口字辺田前 806他 8筆で 15,079㎡です。 

次に、整理番号５農地の所在が矢口字大牧二番割 385他 1筆で 3,000㎡です。 

次に、整理番号６農地の所在が北辺田字古新田 487他 22筆で 44,916㎡です。 

次に、整理番号７農地の所在が請方字下請方 1370他 4筆で 11,293㎡です。 

次に、整理番号８農地の所在が安食字大洲 3804－1他 10筆で 18,169㎡です。 

次に、整理番号９農地の所在が安食字大洲 3814－4 1,983㎡です。 

次に、整理番号１０農地の所在が酒直字落合 1871－2 2,539㎡です。 

次に、整理番号１１農地の所在が酒直字浅間下 1930－2他 1筆で 898㎡です。 

次に、整理番号１２農地の所在が酒直字新落合埜 2434他 2筆で 6,093㎡です。 

次に、整理番号１３農地の所在が請方字下請方 1406他 3筆で 15,207㎡です。 

最後に、整理番号１４農地の所在が請方字上請方 1592他 38筆で 87,839㎡です。 

続きまして、整理番号１５から整理番号２８番までをご説明いたします。 

これは、押付地区の配分計画です。 

農地の所在、面積、貸付人、借受人、転貸人、経営面積等は記載のとおりです。 

また、１０ａあたりの賃借料は１俵又は 1 俵相当額となっており、期間は平成３０

年１０月２２日から平成４８年１０月２１日までの１８年間となっております。 

１８年間の理由は、議案第１号でご説明したとおりです。 

合計１４件、408筆で、310,691.61㎡となっております。 

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。 

この２８件の借受人については全て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。 

なお、今回の配分計画（案）については、議案第１号の利用集積計画の全ての筆が

借受人に配分されている訳ではございません。 

今回配分されていない筆につきましては、配分が決まり次第、次回以降の総会で審
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議させていただきます。 

 

以上で議案第２号の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２８の採決をします。 

この案件についても、一括して採決を行いたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

  （異議なし） 

 

それでは、整理番号１から２８まで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、議案第２号、整理番号１から２８までについては、意見なしと回答するこ 

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 

整理番号１から１０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１３２ページ、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

てご説明いたします。 

整理番号１から整理番号１０まで、一括してご説明させていただきます。 

貸付人、借受人、は記載のとおりです。 

また、解約の申し入れ日、解約の成立日、土地の引き渡し日、解約の通知日は全て

平成３０年９月２５日となっております。 

それでは、ご説明いたします。 

整理番号１農地の所在が押付字上 41－1他 5筆で 5,445㎡です。 
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次に、整理番号２農地の所在が大森字森 3他 2筆で 3,879㎡です。 

次に、整理番号３農地の所在が四箇字上耕地 10－3他 4筆で 5,472㎡です。 

次に、整理番号４農地の所在が押付字上 37－1他 13筆で 6,338㎡です。 

次に、整理番号５農地の所在が四箇字上耕地 10－1（1）他 23筆で 17,068㎡です。 

次に、整理番号６農地の所在が四箇字下耕地 86－1他 2筆で 3,591㎡です。 

次に、整理番号７農地の所在が四箇字下耕地 80－2 783㎡です。 

次に、整理番号８農地の所在が四箇字下耕地 79－2（1）1,203㎡です。 

次に、整理番号９農地の所在が四箇字上耕地 25－2他 27筆で 25,732㎡です。 

最後に、整理番号１０農地の所在が四箇字上耕地 23－2他 3筆で 4,447㎡です。 

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ございます。 

 

以上で報告第 1号の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。 

 

   （挙手なし） 

 

○議長（大野久男） 

発言が無いようなので、以上で報告第１号を終わりにします。 

以上で本日の議案の審議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。 

 

   （挙手なし） 

 

○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。 

 

○事務局長（奥野陽一） 起立、礼。お疲れ様でした。 

                                        

                            午後１５時３０分閉会 

 

 

 

 

 

 


