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１ 開催日時  平成３０年１１月８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 

５番 竹本 英二 

６番 朝倉 友子 

 

４ 欠席委員       ４番 長谷川 貴子 

     

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 農地法第５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 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  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１２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、３番 芝野茂委員、５番 竹本英二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。   

はじめに、議案第１号、農地法第５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。 

 

○事務局長（奥野陽一） 

議案第１号農地法第５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

明させていただきます。 

場所等については、２ページ３ページをご覧ください。 

農地の所在は、酒直字宮前 547－1地目は登記簿・現況共に畑、面積は 310㎡他１筆

で合計 706㎡です。譲渡人・譲受人はご覧のとおりです。 

本件は、太陽光発電施設パネル 230枚を設置するため、農地法第５条の規定による

農地転用を伴う所有権移転の許可申請をしたものでございます。 
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それでは農地法第５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

報告いたします。 

 まず、申請地の立地基準上の区分ですが、申請地は農振農用地及び第１種農地では 

ございません。 

 また市街地化の傾向が著しい区域にある第３種農地にも該当いたしません。 

結果として、小集団の生産性の低い農地の第２種農地（ｂ）に該当すると判断いた

します。 

第２種農地の場合、申請地に代えて他の土地を供することで事業の目的を達成でき

る時は許可しないとされていますが、他に代替できる適当な土地が無いとのことなの

で問題ないと考えます。 

次に、一般基準ですが、同項第３号の申請目的実現の確実性は、申請書に添付され

ている事業計画書、残高証明書等から問題はないと思われます。 

次に、同項第４号の周辺農地への支障ですが、埋立ては行わず、整地のみ実施する。

隣接農地との境にはフェンスを設置し、除草シートをはり雑草が生えないようにする。

また道路隣接地はコンクリート壁による土留めをし、パネルの高さも１メートル程度

として、景観、日照に配慮することから影響は及ぼさないと判断いたします。 

次に、同項第５号及び同項第６号については、一時転用ではないため該当いたしま 

せん。 

 最後に今回の申請は農地を採草放牧地に転用するものではないので、同項第７号に 

は該当いたしません。 

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。 

 

○朝倉友子委員 

申請地は、耕作はされていませんでしたが、草刈り管理はされているようです。少

し草が伸びている箇所もありましたが、防草シートを敷くとのことから特に問題は無

いと思います。隣接住宅についても承諾を得ているとのことなので、問題は無いと考

えます。  

以上です。 

 

○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。 

 

（挙手なし） 

 

発言がないようですので、以上で質疑を打ち切り、採決します。 

 議案第１号整理番号１を原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を求めます。 
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（挙手全員） 

 

 よって議案第１号整理番号１については、許可相当の意見を付して進達することに

決定しました。 

 

                                        

○議長（大野久男）                          

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 

を議題とします。整理番号１から整理番号１３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から整理番号１３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、１２ページから２３ページをご覧ください。 

なお、権利種別は中間管理権の取得であり、期間は全て平成３０年１１月１５日か

ら平成４０年１１月１４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。 

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。 

それでは個々に説明いたします。 

整理番号１、農地の所在が請方字上請方 1635、地目は登記簿・現況共に田、農振農

用地で面積は 2,968㎡です。 

続いて、整理番号２、農地の所在が請方字上請方 1605、地目は登記簿・現況共に田、

農振農用地で面積は 2,746㎡です。 

続いて、５ページ整理番号３、農地の所在が脇川字上加輪 67－1－1、地目は登記簿・

現況共に田、農振農用地で面積は 687㎡他６筆で合計 6,601㎡です。 

続いて、整理番号４、農地の所在が南字下耕地 38、地目は登記簿が畑・現況が田、

農振農用地で面積は 1,861㎡他３筆で合計 3,735㎡です。 

続いて、６ページ整理番号５、農地の所在が請方字下請方 1349、地目は登記簿・現

況共に田、農振農用地で面積は 911㎡です。 

続いて、整理番号６、農地の所在が矢口字下流 599－3、地目は登記簿・現況共に田、

農振農用地で面積は 638㎡他２筆で合計 3,638㎡です。 

続いて、整理番号７、農地の所在が請方字上請方 1602、地目は登記簿・現況共に田、

農振農用地で面積は 2,675㎡です。 

続いて、整理番号８、農地の所在が請方字下請方 1354、地目は登記簿・現況共に田、

農振農用地で面積は 2,806㎡他１筆で合計 6,987㎡です。 

続いて、７ページから８ページにかけて、整理番号９、農地の所在が大森字森 7－2、

地目は登記簿が畑・現況が田、面積は 1,699㎡他３２筆で合計 38,464㎡です。 
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続いて、９ページから１０ページにかけて、整理番号１０、農地の所在が四箇字上

耕地 25－1、地目は登記簿・現況共に田、農振農用地で面積は 919㎡他２５筆で合計

18,957㎡です。 

続いて、整理番号１１、農地の所在が四箇字上耕地 27－2、地目は登記簿が畑・現況

が田、農振農用地で面積は 1,183㎡です。 

続いて、１１ページ、整理番号１２、農地の所在が押付字上 66－3、地目は登記簿・

現況共に田、面積は 1,318㎡他１筆で合計 3,101㎡です。 

最後に、整理番号１３、農地の所在が矢口字宮下 693、地目は登記簿・現況共に田、

農振農用地で面積は 3,444㎡他４筆で合計 14,369㎡です。 

 

本件と次の議案第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、その後担い手農家に貸し付けるというものでございます。 

 

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１３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。 

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） 

 

発言がないようなので、以上で質疑を打ち切り、議案第２号の採決をします。 

はじめに、整理番号１に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

 よって整理番号１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） 

 

 よって整理番号２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） 
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 よって整理番号３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） 

 

 よって整理番号４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） 

 

 よって整理番号５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。 

 

（挙手全員） 

 

 よって整理番号６は、原案のとおり決定しました。  

次に整理番号７と８については、朝倉委員に関連する議案ですので、ここで退席を

お願いいたします。（朝倉委員退席） 

それでは、整理番号７に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

 よって整理番号７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） 

 

 よって整理番号８は、原案のとおり決定しました。  

朝倉委員に着席をお願いします。（朝倉委員着席） 

次に、整理番号９に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

 よって整理番号９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） 

 

 よって整理番号１０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。 
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（挙手全員） 

 

 よって整理番号１１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） 

 

 よって整理番号１２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） 

 

 よって整理番号１３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、を議題とします。 

 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。 

 

○事務局長（奥野陽一） 

それでは、２４ページ、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から整理番号１２ま

で、一括してご説明させていただきます。 

なお、整理番号１と２につきましては、前回の総会で、農地中間管理機構への中間

管理権は設定されましたが、配分計画による受け手が決まっていなかったものが今回

決まったものでございます。 

それでは、整理番号１、農地の所在が四箇字上耕地 28、地目は登記簿・現況ともに

田、1,480㎡他５筆で、合計 5,653㎡です。 

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あり

ます。なお以下も省略させていただきます。 

10アール当たりの賃借料は１俵相当額、期間は平成 30年 11月 15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。 

続いて、整理番号２、農地の所在が請方字下三文字 1319－2、地目は登記簿が畑・現

況が田 2,363㎡です。 

10アール当たりの賃借料は１俵相当額、期間は平成 30年 11月 15日から平成 48年

10月 21日までとなっております。 

続いて、25ページから 27ページにかけて、整理番号３、農地の所在が請方字上請方

1605、地目は登記簿・現況共に田、2,746㎡他 40筆で、合計 47,811㎡です。 
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10アール当たりの賃借料は請方土地改良区域内は１．5俵相当額、押付地区は１俵

又は１俵相当額となっております。 

期間は平成 30年 11月 15日から平成 40年 11月 14日までの 10年間となっておりま

す。なお、期間はこれ以降同様ですので説明は省かせていただきます。 

続いて、28ページから 29ページにかけて、整理番号４、農地の所在が請方字上請方

1635、地目は登記簿・現況共に田、2,968㎡他 26筆で、合計 21,925㎡です。 

10アール当たりの賃借料は請方土地改良区内は１．5俵、押付地区は１俵相当額と

なっております。 

続いて、30ページ、整理番号５、農地の所在が南字下耕地 38、地目は登記簿が畑・

現況が田、1,861㎡他３筆で、合計 3,735㎡です。 

10アール当たりの賃借料は１．5俵となっております。 

続いて、整理番号６、農地の所在が請方字下請方 1349、地目は登記簿・現況共に田、

911㎡です。 

10アール当たりの賃借料は１．5俵相当額となっております。 

続いて、31ページ、整理番号７、農地の所在が矢口字下流 599－3、地目は登記簿・

現況共に田、638㎡他３筆で、合計 10,082㎡です。 

10アール当たりの賃借料は１．5俵となっております。 

続いて、整理番号８、農地の所在が矢口字大牧一番割 362－1、地目は登記簿・現況

共に田、1,781㎡他１筆で、合計 3,000㎡です。 

10アール当たりの賃借料は１．5俵相当額となっております。 

続いて、32ページ、整理番号９、農地の所在が請方字上請方 1602、地目は登記簿・

現況共に田、2,675㎡他２筆で、合計 9,662㎡です。 

10アール当たりの賃借料は１．5俵となっております。 

続いて、整理番号 10、農地の所在が四箇字上耕地 27－2、地目は登記簿が畑・現況

が田、1,183㎡です。 

10アール当たりの賃借料は１俵相当額となっております。 

続いて、33ページ、整理番号 11、農地の所在が押付字上 66－3、地目は登記簿・現

況共に田、1,318㎡他１筆で、合計 3,101㎡です。 

10アール当たりの賃借料は１俵相当額となっております。 

最後に整理番号 12、農地の所在が矢口字大牧小沼 403、地目は登記簿・現況共に田、

1,925㎡他１筆で、合計 4,925㎡です。 

10アール当たりの賃借料は１．５俵相当額となっております。 

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１２件の借受人については、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） 

 

発言がないようなので、以上で質疑を打ち切り、議案第３号整の採決をします。 

それでは、整理番号１に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

 よって、整理番号１は、意見なしと、決定しました。 

次の整理番号２については、朝倉委員に関連する議案ですので、ここで退席をお願

いいたします。（朝倉委員退席） 

 

それでは、整理番号２に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

 よって、整理番号２は、意見なしと、決定しました。 

朝倉委員に着席をお願いします。（朝倉委員着席） 

次に、整理番号３に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

  

よって、整理番号３は、意見なしと、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） 

 

 よって、整理番号４は、意見なしと、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） 

  

よって、整理番号５は、意見なしと、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。 

 

（挙手全員） 
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よって、整理番号６には、意見なしと決定しました。 

 次に、整理番号７に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

 よって、整理番号７は、意見なしと、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） 

  

よって、整理番号８は、意見なしと決定しました。 

次の整理番号９については、朝倉委員に関連する議案ですので、ここで退席をお願 

いします。（朝倉委員退席） 

それでは、整理番号９に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

 よって、整理番号９は、意見なしと、決定しました。 

朝倉委員に着席をお願いします。（朝倉委員着席） 

次に、整理番号１０に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

  

よって、整理番号１０は、意見なしと決定しました。 

次に、整理番号１１に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

  

よって、整理番号１１は、意見なしと、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） 

  

よって、整理番号１２は、意見なしと、決定しました。 

 

 

 

 

 

                                       



 11 

○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６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、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６まで、一括してご説明させていただきます。 

場所につきましては、３７ページから４２ページをご覧ください。なお、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、解約の通知日につき

ましては、整理番号１・２が平成３０年１０月２１日、３・４・５が１０月２３日、

６が１０月２５日となっております。 

 

それでは、個々にご説明いたします。 

 

整理番号１、農地の所在が酒直字船戸埜 1716－13、地目は登記簿・現況共に田、3,018

㎡他１筆で 4,023㎡です。 

続いて、整理番号２、農地の所在が酒直字船戸埜 1710、地目は登記簿・現況共に田、

2,975㎡です。 

続いて、35ページにかけて、整理番号３、農地の所在が酒直字船戸埜 1,711、地目

は登記簿・現況共に田、2,975㎡他 10筆で 14,922㎡です。 

続いて、整理番号４、農地の所在が酒直字船戸埜 1705－41、地目は登記簿・現況共

に田、2,611㎡他 10筆で 15,145㎡です。 

続いて、36ページにかけて、整理番号５、農地の所在が酒直字浅間下埜 1699－12、

地目は登記簿・現況共に田、2,710㎡他７筆で 18,729㎡です。 

最後に、整理番号６、農地の所在が請方字下請方 1349、地目は登記簿・現況共に田、

1,349㎡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） 
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○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１２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 


