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１ 開催日時  平成３１年４月１１日（木）午後３時０５分から午後４時０８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 朝倉 友子 

委     員   １番 芝野 茂 

２番 長谷川 貴子 

３番 杉田 裕 

４番 小川 博 

５番 岩井 秀喜 

６番 鈴木 薫 

４ 欠席委員  無し 

５ 総会日程 

１ 開会宣言 

２ 町長挨拶 

３ 委員自己紹介 

４ 事務局自己紹介 

５ 臨時議長紹介 

６ 会議書記の指名 

７ 議事 

   第１ 会長の互選について 

   第２ 千葉県農業会議会員の選出について 

   第３ 会長職務代理者の互選について 

   第４ 議席の決定について 

第５ 議事録署名委員の指名 

議案第１号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

議案第２号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

議案第３号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

議案第４号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

議案第５号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

議案第６号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

議案第７号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

議案第８号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

議案第９号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

議案第１０号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

議案第１１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第１２号 農地法第５条の規定による許可申請について  

議案第１３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 
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議案第１４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 農用法第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２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について  

  ８ そ の 他  

  ９ 閉会宣言 

 

６ 出席職員 

農業委員会事務局長  奥野 陽一 

農業委員会事務局次長 小川 浩昭 

農業委員会事務局主査 青木 秀直 
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◎開会                         午後３時０５分開会 

○事務局長（奥野陽一） 

一同起立、礼、着席願います。 

 

○事務局長（奥野陽一） 

ただ今より、平成３１年第４回栄町農業委員会総会を開会いたします。 

私、農業委員会事務局長の奥野でございます。よろしくお願いいたします。 

議案書を一枚めくっていただきますと、議事日程となっております。それに沿いま

して進めさせていただきます。 

                                        

◎町長挨拶 

○事務局長（奥野陽一） 

 初めに、町長よりご挨拶申し上げます。岡田町長お願いいたします。 

 

○町長（岡田正市） 

 改めまして、皆さん、こんにちは。新しく農業委員になられた皆さま方、また、引

き続き農業委員に残られました方、栄町の農業行政にとって皆さま方は、非常に心強

く、私どもの行政運営にあたりまして、いろいろな政策の中でご提案をいただくとと

もに、優良農地を守るといった部分でもお世話になると思います。 

さて、本日、辞令を交付させていただきましたけども、ここ４月になってから任命

書などいろいろな書類に令和という文字を目につくようになりました。皆さま方には、

平成から新しい年号である令和にかけて農業委員としてご尽力をいただきますようお

願いいたしまして、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

○事務局長（奥野陽一） 

 ありがとうございました。なお、町長は、このあと公務のため退席させていただき

ます。 

                                        

◎委員自己紹介 

○事務局長（奥野陽一） 

続きまして、委員自己紹介でございますが、今回は改選後初めての総会ですので、

朝倉委員から順に自己紹介をお願いします。 

（五十音順に自席で自己紹介） 
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◎事務局自己紹介 

○事務局長（奥野陽一） 

ありがとうございました。続きまして、事務局の自己紹介をさせていただきます。 

（小川次長、青木主査の順に自己紹介） 

                                        

◎臨時議長紹介 

○事務局長（奥野陽一） 

続きまして、臨時議長紹介と言うことで、通常、会議は農業委員会会長が議長とな

って進行いたしますが、本日は改選後初めての総会ですので、会長が選出されるまで

の間、地方自治法第１０７条に、議長の職務を行う者がないときは年長の委員が臨時

に議長の職務を行うとございますので、この規定を準用いたしまして、年長の芝野委

員に臨時議長の職務を行っていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

芝野委員議長席へお願いいたします。 

（芝野委員、議長席に移動） 

 

○臨時議長（芝野茂） 

ただいま臨時議長にご指名いただきました芝野でございます。なにぶん議長の職務

は不慣れでございますので、皆様のご協力をお願いいたします。 

本日は、農業委員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、本総会は成立しておりますことをご報告いたします。 

                                        

◎会議書記の指名 

○臨時議長（芝野茂） 

 続きまして、本日の総会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青木氏を指名いたします。 

                                        

◎議事第１会長の互選について 

○臨時議長（芝野茂） 

それでは、議事に入ります。 

議事第１の会長の互選について、お諮りいたします。選出の方法はいかがいたしま

しょうか。はい、鈴木委員。 

 

○６番（鈴木薫） 
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 指名推薦の方法を提案いたします。 

 

○臨時議長（芝野茂） 

ただいま鈴木委員から指名推薦とのご発言がございましたが、いかがいたしましょ

うか。 

（「異議なし」の声 多数） 

 

○臨時議長（芝野茂） 

異議なしと認め、指名推薦といたします。推薦の発言を求めます。はい、鈴木委員。 

 

○６番（鈴木薫） 

大野委員に引続き会長をお願いしたいので推薦いたします。 

 

○臨時議長（芝野茂） 

 ただいま鈴木委員からご発言がありましたが、他にご意見はありませんか。 

ないようですので、それでは、大野委員を会長に決定することでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声 多数） 

 

○臨時議長（芝野茂） 

それでは、異議なしと認め、会長は大野委員に決定しました。大野会長に就任のご

挨拶をいただきたいと思います。 

 

○会長（大野久男） 

 ただいま皆さんから、ご推薦ご指名をいただきました。引続き、会長職の責務をと

いうことになりました。何分にも４期目で長いだけでございまして、皆さんのお力添

えをいただかないと何一つ私出来ないと思いますので、皆さんのご協力をお願いした

いと思います。努めて開かれた農業委員会ということで、地域の皆さんに、また、曲

がり角にきた農業の一助となればと思いますので、どうぞご協力とご支援をお願いし

ます。よろしくお願いします。 

（大野新会長自席で起立し挨拶） 
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○臨時議長（芝野茂） 

 ありがとうございました。以上で、私の職務は終わりました。皆様ご協力ありがと

うございました。 

（芝野委員、自席へ移動） 

 

○事務局長（奥野陽一） 

 大野会長、議長席にお着き願います。 

（大野会長、議長席へ移動） 

                                        

◎議事第２ 千葉県農業会議会員の選出について 

○議長（大野久男） 

それでは、議事第２の千葉県農業会議会員の選出についてお諮りします。 

 農業会議の会員は、町農業委員会を代表して県の会議等に出席する者ということな

ので、会長の私が務めたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声 多数） 

 

○議長（大野久男） 

 それでは、異議なしと認め、千葉県農業会議の会員は会長の私が務めることに決定

しました。 

                                        

◎議事第３ 会長職務代理者の互選について 

○議長（大野久男） 

 次に、議事第３の会長職務代理者の互選について、お諮りします。選出方法はいか

がいたしますか。はい、鈴木委員。 

 

○６番（鈴木薫） 

 会長一任でよいと思います。 

 

○議長（大野久男） 

会長一任の声がありましたが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声 多数） 
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○議長（大野久男） 

それでは、朝倉委員を指名させていただき、会長職務代理者に決定することでよろ

しいでしょうか。 

（「異議なし」の声 多数） 

 

○議長（大野久男） 

 異議なしと認め、朝倉委員が会長職務代理者に決定しました。それでは、朝倉委員

に就任のご挨拶をいただきたいと思います。 

 

○会長職務代理者（朝倉友子） 

 ただいま、ご指名いただきまして、会長職務代理者ということでお受けさせていた

だきます。皆さんのご協力のもと会長と共に励んでいきたいと思いますので、ご協力

をお願いいたします。 

（朝倉会長職務代理者自席で起立し挨拶） 

                                        

◎議事第４ 議席の決定について 

○議長（大野久男） 

 次に、議事第４の議席の決定を行います。議席につきましては、くじ引きにより行

いたいと思いますが、慣例により会長職務代理者は７番に、会長は８番にしたいと思

います。くじ引きの方法については、事務局より説明願います。 

 

○事務局長（奥野陽一） 

 くじ引きは、２回行います。まず、現在の仮議席順に予備抽選を行い、その後本抽

選により議席を決定したいと思います。 

（くじ引きを実施） 

 

○事務局長（奥野陽一） 

 抽選が終わりましたので結果を発表いたします。 

（決定した議席を発表） 

本抽選結果     １番 芝野 茂 

２番 長谷川 貴子 

３番 杉田 裕 
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４番 小川 博 

５番 岩井 秀喜 

６番 鈴木 薫 

７番 朝倉 友子 

８番 大野 久男 

 

○議長（大野久男） 

 座席変えを行いますので、ここで暫時休憩とします。再開は１０分後とします。 

（休 憩） 

 

○議長（大野久男） 

休憩前に引き続き、総会を再開します。議席は、ただいま着席の議席とします。 

                                        

◎議事録署名委員の指名について 

○議長（大野久男） 

 次に、議事第５の議事録署名委員の指名についてですが、私から指名させていただ

いても異議ありませんか。 

（「異議なし」の声 多数） 

 

○議長（大野久男） 

 それでは、１番芝野委員と２番長谷川委員にお願いします。 

                                        

○議長（大野久男） 

議案第１号 農地利用最適化推進委員の委嘱についてから議案第１０号 農地利用

最適化推進委員の委嘱について、を一括議題とし、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号から議案第１０号まで、一括して説明させていただきます。 

農業委員会等に関する法律第１７条第１項の規定により、農業委員会は、農地等の

利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員を

委嘱しなければならないとされております。 

また、栄町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例によ

り推進委員の定数は１０人とされております。 
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選任に当たりましては、農業委員会等に関する法律で、推進員になることが出来な

い者としては「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」、「禁錮以上の刑に処せ

られ、その執行を終わるまで、又は、その執行を受けることがなくなるまでの者」と

なっております。 

次に、「農業委員会は、推進委員の委嘱に当たっては、推薦及び募集の結果を尊重し

なければならない」などとなっております。 

この度、各地区から推薦をいただきました１０名の候補者につきましては、調査の

結果、全て推進委員になれる要件を満たしていますので、ご報告させていただきます。 

それでは、１０名の方々についてご説明いたします。 

初めに、議案第１号、安食 日暮秀男氏です。 

担当地区は、安食の一区になります。 

次に、議案第２号、安食 竹本昌男氏です。 

担当地区は、安食の二区と三区、安食ト杭新田です。 

次に、議案第３号、須賀 麻生洋氏です。 

担当地区は、須賀と新田です。 

次に、議案第４号、矢口 藤崎敦之氏です。 

担当地区は、北辺田と矢口です。 

次に、議案第５号、麻生 加藤昌宏氏です。 

担当地区は、興津と麻生です。 

次に、議案第６号、安食 伊藤保氏です。 

担当地区は、龍角寺と酒直の南部地区になります。 

次に、議案第７号、酒直 浅倉忠邦氏です。 

担当地区は、南部地区を除く酒直地区です。 

次に、議案第８号、布太 中島義晴氏です。 

担当地区は、西・布太・三和・南地区です。 

次に、議案第９号、北 大塚健男氏です。 

担当地区は、中谷・北・曽根・請方地区です。 

最後に、議案第１０号、生板鍋子新田 小川和男氏です。 

担当地区は、布鎌酒直他ご覧の９地区です。 

 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。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） 

発言がないようですので、質疑を打ち切りこれより採決します。 

採決は、議案第１号 農地利用最適化推進委員の委嘱について、から議案第１０号 農

地利用最適化推進委員の委嘱について、までを一括で採決いたします。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号から議案第１０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１１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題としま

す。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） 

それでは、議案第１１号 農地法第３条の規定による許可申請について、整理番号

１、場所については、１２ページをご覧ください。 

農地の所在は布太字外上耕地、地目は登記簿・現況共に田で、面積は１９㎡他８筆

で、合計５，７３９㎡です。貸付人・借受人・経営面積はご覧のとおりです。借受人

の労力総数は１人、申請事由は、規模縮小と、定年後に農業経営をするというもので

す。本件は農地の賃貸借権の設定を目的として、農地法第３条の許可を申請したもの

です。本件の借受人については、本年３月末まで公務員をしておりましたが、定年退

職し、これからは農業経営をするということで、今回の申請をしたものです。この借

受人につきましては、農地は所有しておりませんが、栄町の農家に生まれ育ち、水稲
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の作付などの手伝いをしておりました。農作業に必要な農機具につきましては、親類

から借りることになっております。 

それでは、農地法第３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

ご説明します。 

耕作の事業に必要な機械の所有状況、農業に従事する者の数等から、同項第１号の

全部効率利用要件及び、同項第４号の農作業常時従事要件は問題ないと思われます。 

次に、借受人は法人ではなく、また信託行為ではないので、同項第２号の法人要件

及び第３号の信託の禁止は該当いたしません。 

次に、借受人の耕作面積は今回の申請地で５０アールを超えておりますので同項第

５号の下限面積要件は問題ありません。 

次に、申請地は貸付人の自作地なので、同項第６号の転貸等の禁止は該当いたしま

せん。 

最後に、同項第 7 号の地域との調和要件ですが、借受人は許可後も水稲を作付けす

る計画なので、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） 

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。 

 

○事務局員（小川浩昭） 

今回は、委員の担当地区と現地調査班を決めておりませんので、代わって事務局か

ら現地調査の結果について報告させていただきます。 

４月８日に現地確認を行ってきました。申請地は、水田として適正な管理がされて

おりましたので、問題ないかと思われます。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。はい、岩井委員。 

○５番（岩井秀喜） 

借受人の方は、住所が富里市になっていますが、借受後、栄町に越してきて耕作す

るのですか。 

 

○事務局員（小川浩昭） 

 住所地からの通いになります。 
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○議長（大野久男） 

 他にございませんか。はい、朝倉委員。 

 

○７番（朝倉友子） 

 親戚の方から機械をお借りするということですけれども、この農地のそばで機械を

借りられるような状況があるのですか。 

 

○事務局員（小川浩昭） 

 申請書では、親類の方は貸付人になり、トラクター、田植え機、コンバインや乾燥

機を借りるとなっております。 

 

○議長（大野久男） 

 他に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１１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。 

（賛成者挙手） 

 

○議長（大野久男） 

 挙手全員。よって、議案第１１号整理番号１については、許可することに決定しま

した。 

                                        

○議長（大野久男） 

次に、議案第１２号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題としま

す。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１２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。 

 

場所については１４ページを、土地の利用計画は１５ページをご覧ください。 

農地の所在は安食字前新田、地目は登記簿が田・現況が畑、面積は１，３７７㎡他

３筆で、合計４，２９７㎡です。譲渡人・譲受人はご覧のとおりです。本件は農地の

転用を伴う所有権の移転を目的として、農地法第５条の許可を申請したものです。転

用事由は、建売分譲住宅を１８棟建築するものです。 
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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ではありません。 

現地は、第３種農地の区域に隣接し、市街地化が見込まれる区域で、安食駅から概

ね３００メートルに位置する農地のため、第２種農地（ａ）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、申請地は埋め立ては行わず、整地の

みで建築を行います。隣接地の境界には擁壁、コンクリートブロックの設置により土

砂流出を防止します。 

また、隣接地の日照、通風の影響を考慮し建物を配置します。雨水は宅内浸透処理

をし、樋からの雨水はＵ字溝へ放流、汚水は公共下水道に接続し排水を行うことから

周辺への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。 

 

○事務局員（小川浩昭） 

 現地調査の結果について報告させていただきます。 

４月３日に現地確認を行ってきました。申請地は、市街化区域に隣接した農地で、

草刈りがされていて管理はされていました。 

周辺農地への影響については、事務局長から説明がありましたとおり、問題ないか

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） 
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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） 

 

○議長（大野久男） 

 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１２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。 

（賛成者挙手） 

 

○議長（大野久男） 

挙手全員。よって議案第１２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） 

次に、議案第１３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について、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局長（奥野陽一） 

それでは、１６ページ、議案第１３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ご説明いたします。 

場所については、１９ページをご覧ください。 

整理番号１ 農地の所在が安食字新田、地目は登記簿・現況共に田、農振農用地で

面積は３，０００㎡です。また、譲渡人、譲受人、経営面積はそれぞれ記載のとおり

です。所有権の移転時期と引渡時期は平成３１年４月２６日となっております。本件

は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の所有権移転をするものです。譲受人は、

町の認定農業者に登録されており、今後も規模拡大を目指す意欲があり、周辺の地域

の農地利用に支障を生ずる恐れはないと考えます。 

このことから、今回の利用集積計画は町で定める基本的な構想に適合し地域との調

和要件は問題ないと思われます。 

また、譲受人の営農状況、農機具の所有状況、農作業に従事する者の数等から見て

常時農作業従事要件及び全部効率用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。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） 

 発言がないようですので、以上で質疑を打ち切り採決します。議案第１３号整理番

号１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１３号整理番号１は、原案のとおり決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

次に、整理番号２から４については農地中間管理事業に関する案件なので、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、１７ページから１８ページにかけて、整理番号２から４まで一括してご

説明いたします。場所については、２０ページから２２ページをご覧ください。 

整理番号２ 農地の所在が北辺田字下六、地目は登記簿・現況共に田、農振農用地

で面積は１，０８１㎡他９筆で、合計２２，８７３㎡です。貸付人、借受人、経営面

積はそれぞれ記載のとおりです。期間は、平成３１年４月２２日から平成４１年４月

２１日までの１０年となっております。なお、整理番号３番・４番も同じ期間です。 

次に、整理番号３ 農地の所在が矢口字岸内、地目は登記簿・現況共に田、農振農

用地で面積は４９１㎡他２筆で、合計３，０００㎡です。貸付人、借受人、経営面積

はそれぞれ記載のとおりです。 

次に、整理番号４ 農地の所在が安食字下埜、地目は登記簿・現況共に田、農振農

用地で面積は２，１１８㎡他５筆で、合計１０，１３３㎡です。貸付人、借受人、経

営面積はそれぞれ記載のとおりです。 
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本件と次の議案第１４号につきましては、農地中間管理事業を活用した利用集積で

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。 

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３件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。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。 

（挙手なし） 

 

○議長（大野久男） 

 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１３号整理番

号２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１３号整理番号２は、原案のとおり決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

次に、議案第１３号整理番号３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１３号整理番号３は、原案のとおり決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

次に、議案第１３号整理番号４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１３号整理番号４は、原案のとおり決定しました。 
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○議長（大野久男） 

次に、議案第１４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５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、２３ページ、議案第１４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５まで一括し

てご説明いたします。 

権利種別は、賃借権の設定です。 

初めに、整理番号１、農地の所在が矢口字岸内、地目は登記簿・現況ともに田４９

１㎡他８筆で、合計１６，０８１㎡です。貸付人、借受人、転貸人、経営面積は記載

のとおりです。１０アール当たりの賃借料は１．５俵相当額、期間は平成３１年４月

２２日から平成４１年４月２１日までの１０年間となっております。なお、整理番号

５番まで全て同じ期間となっております。 

続きまして、整理番号２、農地の所在が矢口字磯部、地目は登記簿・現況ともに田

３，０００㎡です。貸付人、借受人、転貸人、経営面積は記載のとおりです。１０ア

ール当たりの賃借料は１．５俵です。 

続きまして、整理番号３、農地の所在が矢口字榎本、地目は登記簿・現況ともに田

７９２㎡です。 

貸付人、借受人、転貸人、経営面積は記載のとおりです。１０アール当たりの賃借

料は１．５俵です。 

続いて、２５ページ、整理番号４、農地の所在が矢口字竹岸、地目は登記簿・現況

ともに田３，０００㎡他１筆で、合計６，０００㎡です。貸付人、借受人、転貸人、

経営面積は記載のとおりです。１０アール当たりの賃借料は１．５俵相当額です。 

最後に、整理番号５、農地の所在が安食字下埜、地目は登記簿・現況ともに田２，

１１８㎡他５筆で、合計１０，１３３㎡です。貸付人、借受人、転貸人、経営面積は

記載のとおりです。１０アール当たりの賃借料は１．５俵相当額です。 
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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５名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。 

 

○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） 

○議長（大野久男） 

 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。議案番号１４整理番

号１については、杉田委員に関連する議案でありますので、ここで退席をお願い致し

ます。 

（杉田委員退席） 

 

○議長（大野久男） 

それでは、議案第１４号整理番号１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１４号整理番号１は、意見なしと、決定しました。杉田

委員に着席をお願い致します。 

（杉田委員着席） 

 

○議長（大野久男） 

次に、議案第１４号整理番号２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１４号整理番号２は、意見なしと、決定しました。 

 

○議長（大野久男） 
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次に、議案第１４号整理番号３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１４号整理番号３は、意見なしと、決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

次に、議案第１４号整理番号４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１４号整理番号４は、意見なしと、決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

次に、議案第１４号整理番号５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１４号整理番号５は、意見なしと、決定しました。 

                                        

○議長（大野久男） 

次に、報告第１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、整理番号１から整理番号３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、２６ページ、報告第１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、整理番号１から３についてご説明させていただきます。 

 場所は２８・２９ページをご覧ください。 

初めに、整理番号１ 譲渡人・譲受人はご覧のとおりです。申請地は、安食字柚ノ

木の２筆で、地目は登記簿・現況ともに畑、面積は、合計で３０７㎡となっておりま

す。転用目的は住宅用地、受理年月日は平成３１年３月２０日です。 
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続いて、２７ページ、整理番号２ 譲渡人・譲受人はご覧のとおりです。申請地は、

安食字上前、地目は登記簿が田・現況が雑種地、面積は１６５㎡となっております。

転用目的は住宅用地、受理年月日は平成３１年３月２６日です。 

続いて、整理番号３ 譲渡人・譲受人はご覧のとおりです。申請地は、安食字上前、

地目は登記簿が田・現況が雑種地、面積は１６５㎡となっております。転用目的は住

宅用地、受理年月日は平成３１年３月２６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す。農地転用の届出書の提出があった場合、

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

出書の記載事項および添付書類の確認、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。 

（挙手なし） 

 

○議長（大野久男） 

発言がないようですので、以上で報告第１号を終わります。 

                                        

○議長（大野久男） 

次に、報告第２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と整理番号２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、３０ページ、報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知につ

いて、整理番号１から２についてご説明させていただきます。 

場所につきましては、３２ページをご覧ください。 

始めに、整理番号１、農地の所在が安食字新田、地目は登記簿・現況共に田３，０

００㎡です。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、解約の通知日につきましては、平成３１年３月１８日
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となっております。 

続いて、３１ページ、整理番号２、農地の所在が北字北、地目は登記簿・現況共に

田３，１０６㎡他１１筆で、合計３６，５２２㎡です。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

日につきましては、平成３１年３月２２日となっております。 

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） 

発言がないようですので、以上で報告第２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。 

（挙手なし） 

 

○議長（大野久男） 

よろしいですか、それでは以上をもちまして平成３１年第４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４時０８分閉会 

 


