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１ 開催日時  令和元年５月９日（木）午後１時３７分から午後２時２０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 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３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 

      議案第４号 「平成３０年度栄町農業委員会活動計画の点検・評価」及

び「平成３１年度栄町農業委員会活動計画」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 

      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  

そ の 他  

 

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 

 

７ 出席農地利用最適化推進委員 

   日暮 秀男  竹本 昌男  麻生 洋  藤﨑 敦之  加藤 昌宏 

   伊藤 保  浅倉 忠邦  中島 義晴  大塚 健男  小川 和男 
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◎開会                         午後１時３７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、令和元年第５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、３番 杉田裕委員、４番 小川博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

局職員の小川氏と青木氏を指名します。 

                                        

○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から整理番号１０までについては、借受人が同一の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） 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についてですが、申し訳ありませ

んが、資料の訂正をお願い致します。整理番号１の２筆目の面積ですが、５４８㎡と

なっておりますが、正しくは５４８㎡の内２００㎡です。それに伴って、合計面積も

１，５５９㎡から１，２１１㎡に訂正願います。 

それでは、整理番号１から整理番号１０まで借受人が同じですので、一括してご説

明させていただきます。 

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。なお、借受人の労力総数は２人で申請事由は全て貸付人が規模縮小、借受人が規模

拡大となっております。場所につきましては、４ページから６ページをご覧ください。 
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それでは、順次ご説明いたします。整理番号１ 農地の所在は、龍角寺字台内、地

目は登記簿・現況共に畑で、面積は１，０１１㎡他１筆で、合計１，２１１㎡です。 

次に、整理番号２ 農地の所在は龍角寺字台内、地目は登記簿・現況共に畑で、面

積は５１５㎡です。 

次に、整理番号３ 農地の所在は龍角寺字前原、地目は登記簿・現況共に畑で、面

積は１，２３８㎡です。 

次に、整理番号４ 農地の所在は龍角寺字前原、地目は登記簿・現況共に畑で、面

積は６２８㎡です。 

次に、整理番号５ 農地の所在は麻生字割畑、地目は登記簿・現況共に畑で、面積

は５７８㎡です。 

続いて２ページ、整理番号６ 農地の所在は麻生字割畑、地目は登記簿・現況共に

畑で、面積は２３４㎡です。 

次に、整理番号７ 農地の所在は麻生字割畑、地目は登記簿・現況共に畑で、面積

は４８２㎡他３筆で合計２，０９３㎡です。 

次に、整理番号８ 農地の所在は麻生字割畑、地目は登記簿・現況共に畑で、面積

は７２０㎡です。 

次に、整理番号９ 農地の所在は麻生字割畑、地目は登記簿・現況共に畑で、面積

は９１２㎡です。 

最後に３ページ、整理番号１０ 農地の所在は麻生字割畑、地目は登記簿・現況共

に畑で、面積は２４１㎡他５筆で合計３，３０７㎡です。 

以上、１９筆で合計面積１１，４３６㎡となっております。 

借受人は以前、平成２７年６月に農地の賃貸借権の設定を目的として、栄町酒直字

宮前の土地７筆、合計４，６７５㎡の農地法第３条の許可を受けております。借受人

は現住所が成田市となっていますが、当人は栄町で幼少期を過ごしております。成人

後に成田市の農家の娘さんと結婚、その後、経営を引き継ぎ、本人も農業の専門学校

で学び、大規模な農業法人で知識と実務経験を積んでおり、現在は専業農家です。 

また、借受人は成田市においても、青年等就農計画が認定され、農業経営基盤強化

促進法により農地を借り受け規模拡大を図るなど意欲のある農業者と言えます。 

さらに企業と契約を結び、直接ネギを出荷しているとのことです。 

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

及び同項第３号の信託の禁止には該当いたしません。 

次に、借受人の耕作面積ですが、栄町においては４，６７５㎡ですが、成田市にお

いて５０アールを超える耕作を行っており、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。 
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最後に、同項第７号の地域との調和要件ですが、申請地及び周辺は畑作地帯であり、

借受人は許可後、ネギ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（青木秀直） 

 現地調査の結果について報告させていただきます。 

整理番号１、整理番号２、整理番号３及び整理番号４の申請地は、耕されており適

正な管理が行われている状況で問題はないと思います。 

また、整理番号５から整理番号１０までの申請地は、ネギが栽培されている状況で

良好な状態でしたので、こちらも問題はないと思います。 

 

○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。 

 

（賛成者挙手） 

 

挙手全員、よって、議案第１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１号整理番号２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） 

 

挙手全員、よって、議案第１号整理番号２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１号整理番号３を原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を求め
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ます。 

（賛成者挙手） 

 

挙手全員、よって、議案第１号整理番号３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１号整理番号４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） 

 

挙手全員、よって、議案第１号整理番号４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１号整理番号５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） 

 

挙手全員、よって、議案第１号整理番号５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１号整理番号６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） 

 

挙手全員、よって、議案第１号整理番号６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１号整理番号７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） 

 

挙手全員、よって、議案第１号整理番号７については、許可することに決定しまし
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た。 

 

○議長（大野久男） 

 次に、議案第１号整理番号８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） 

 

挙手全員、よって、議案第１号整理番号８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１号整理番号９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） 

 

挙手全員、よって、議案第１号整理番号９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１号整理番号１０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） 

 

挙手全員、よって、議案第１号整理番号１０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、整理番号１から整理番号４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７ページ、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４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、１０ページから１３ページをご覧ください。 

それでは、整理番号１ 農地の所在が北辺田字林下、地目は登記簿・現況共に田、

農振農用地で面積は１，１０９㎡他５筆で、合計４，５１４㎡です。貸付人、借受人、
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経営面積はそれぞれ記載のとおりです。期間は令和元年５月２０日から令和１１年５

月１９日までの１０年となっております。なお、期間は整理番号４まで、全て同じで

す。 

続いて８ページ、整理番号２ 農地の所在が北辺田字林下、地目は登記簿・現況共

に田、農振農用地で面積は２６７㎡他４筆で、合計１０，６０４㎡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３ 農地の所在が須賀字下割、地目は登記簿・現況共に田、農振農

用地で面積は２，０００㎡他１０筆で、合計２２，４６０㎡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。 

最後に９ページ、整理番号４ 農地の所在が請方字下請方、地目は登記簿・現況共

に田、農振農用地で面積は２２７㎡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。 

本件は、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。 

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４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。 

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２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） 

 

 挙手全員、よって、議案第２号整理番号１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） 
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挙手全員、よって、議案第２号整理番号２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） 

 

挙手全員、よって、議案第２号整理番号３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） 

 

挙手全員、よって、議案第２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１４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６につい

て一括してご説明させていただきます。場所について、整理番号３から整理番号６に

ついては３５ページと３６ページをご覧ください。また、１６・１７ページをご覧く

ださい。整理番号３から整理番号６につきましては、既に中間管理事業による賃貸借

または使用貸借契約がされた農地ですが、３３ページと３４ページの報告第２号の合

意解約をして、新たな借受人に貸付を行うものです。それでは、順次ご説明いたしま

す。 

１４ページから１５ページにかけて、整理番号１ 農地の所在が北辺田字林下、地

目は登記簿・現況共に田、２６７㎡他２１筆で、合計３７，５７８㎡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、期間は令和元年５月２０日から令和１１年５月１９日までの１０年間となってお

ります。 

次に、整理番号２ 農地の所在が請方字下請方、地目は登記簿・現況共に田、２２

７㎡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、期間は令和元年５月２０日から令和１１年５月１９日までの
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１０年間となっております。 

続いて１６ページ、整理番号３ 農地の所在が安食字下埜、地目は登記簿・現況共

に田、１，２８０㎡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、期間は平成３１年４月５日から令和１０年８

月１９日までとなっております。 

続いて、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、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、期間は平成３１年４月５日から令和１０年８月１９日ま

でとなっております。 

続いて１７ページ、整理番号５ 農地の所在が中谷字中谷、地目は登記簿・現況共

に田、１，１０１㎡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、期間は平成３１年４月５日から令和９年８月

２０日までとなっております。 

最後に整理番号６ 農地の所在が中谷字中谷、地目は登記簿・現況共に畑、６０７

㎡です。貸付人、借受人、転貸人、経営面積は記載のとおりです。賃借料は無償、期

間は平成３１年４月５日から令和９年６月１９日までとなっております。 

 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。 

 借受人の５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。 

 

○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３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） 

 

挙手全員、よって、議案第３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。 
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○議長（大野久男） 

次に、議案第３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） 

 

挙手全員、よって、議案第３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。 

 

○議長（大野久男） 

 次に、議案第３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） 

 

挙手全員、よって、議案第３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。 

 

○議長（大野久男） 

次に、議案第３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） 

 

挙手全員、よって、議案第３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号整理番号５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） 

 

挙手全員、よって、議案第３号整理番号５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、議案第３号整理番号６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） 
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挙手全員、よって、議案第３号整理番号６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、議案第４号 平成３０年度栄町農業委員会活動計画の点検・評価及び平成３

１年度栄町農業委員会活動計画について、を議題とし、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局員（小川浩昭） 

本件は、平成３０年度に作成した栄町農業委員会活動計画の点検と評価を行うとと

もに、平成３１年度の栄町農業委員会の活動計画を策定するものでございます。 

この計画は、農業委員会の適正な事務指針の中で策定が義務づけられており、毎年

度策定するものでございます。 

それでは、平成３０年度の当農業委員会の活動の点検・評価についてから説明させ

ていただきます。 

はじめに１８ページ、平成３１年３月３１日現在の「Ⅰ 農業委員会の状況」です

が、耕地面積等の面積、各種の農家数、農業就業者数などについては、耕地及び作付

面積統計や農林業センサスに基づいた数値となっておりますので資料をご確認くださ

い。 

次に農業委員会の体制ですが、当町は、平成２８年４月より新制度に基づく体制と

なっており、農業委員８名、内訳は記載のとおりで、農地利用最適化推進委員が１０

名の体制で活動していただきました。 

次に１９ページ、「Ⅱ 担い手への農地の利用集積・集約化」についてですが、１現

状及び課題に記載した平成３０年３月末時点の集積面積は２９８ｈａで、集積率は２

０．７％となっております。 

続いて、２平成３０年度の目標及び実績は、集積目標面積３５０ｈａに対して、集

積実績が３７０ｈａとなり、１０５．７％の達成状況になりました。 

続いて、３目標の達成に向けた活動ですが、主な活動として、請方地区、押付地区

及び酒直南部地区の農地所有者に対する中間管理事業説明会の開催、土地改良区の会

議に参加し農地中間管理事業の説明、農業委員、農地利用最適化推進委員の方に対し

ての研修会などを行ったものでございます。 

続いて、４目標及び活動に対する評価ですが、請方地区等を中心に農地中間管理事

業を活用した集積が進められました。単年度の目標面積５２ｈａに対して、集積実績

が約７２ｈａとなり、目標より２０ｈａ集積面積を増やすことができました。 

次に２０ページ、「Ⅲ 新たに農業経営を営もうとする者の参入促進」についてです

が、２平成３０年度の目標及び実績欄をご覧ください。参入目標２経営体に対し、１

経営体が参入しました。 

続いて、３目標の達成に向けた活動ですが、農業委員・推進委員から意欲のある農

業者の情報収集を行い、町農政部局と連携し、認定の推進活動を実施しました。 
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続いて、４目標及び活動に対する評価ですが、今後も農業委員や推進委員の皆さん

に地域の情報収集にご尽力をいただき、町農政部局と連携して、認定の推進など図っ

ていく必要があると考えております。 

次に２１ぺージ、「Ⅳ 遊休農地に関する措置に関する評価」についてですが、平成

３０年度当初の遊休農地面積が２４．１ｈａあり、平成３０年度の解消目標面積をそ

の１割の２．５ｈａとしましたが、解消面積は１．４ｈａで、達成状況は５６％でし

た。 

しかしながら、遊休農地を解消した面積は１．４ｈａありましたが、新規に１．８

ｈａの遊休農地が発生してしまったことから、結果０．４ｈａ増加してしまい平成３

０年度末では遊休農地面積が２４．５ｈａとなってしまいました。 

続いて、３目標達成に向けた活動については、農業委員、推進委員にご協力いただ

き、８月の農地利用状況調査からスタートし、利用意向調査、農地パトロールなどを

行いました。 

続いて、４活動に対する評価としましては、遊休農地の解消につながるよう継続的

な指導などが必要であると考えております。 

次に２２ページ、「Ⅴ 違反転用への適正な対応」ですが、平成３０年度末の違反転

用面積は０．１ｈａとなっております。３活動計画・実績及び評価ですが、活動とし

まして、リーフレットの配布や印旛農業事務所と合同のパトロール等を実施したとこ

ろです。今後も違反転用の監視を継続するとともに、農地所有者への直接的な啓発を

行うことが必要と考えております。 

次に２３ページ、「Ⅵ 農地法等によりその権限に属された事務に関する点検」です

が、１農地法第３条に基づく許可事務が１０件の申請で、１０件全て許可しておりま

す。審議結果等の公表は、議事録に記載のうえホームページで公表しております。処

理期間については、標準処理期間３０日のところを平均１８日で処理した結果となっ

ております。 

また、２農地転用に関する事務については、１４件処理し、審議結果等の公表は、

議事録に記載のうえホームページで公表しております。処理期間については、標準処

理期間６０日のところを平均３１日で処理した結果となっております。 

続いて２４ページ、３農地所有適格法人からの報告の対応ですが、町には４法人ご

ざいまして、うち３法人から報告書の提出がありましたが、うち１法人が提出された

書類に不備などがあったことから、書面により再提出を求めている状況です。４情報

の提供等については、記載のとおり賃借料情報については町ホームページでの公表と

事務局窓口で提示をしております。 

また、権利移動等の件数は事務局窓口で情報提供しております。 

続いて２５ページ、「Ⅶ 地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容」につい

てですが、記載されている項目についての要望・意見はありませんでした。 

また、「Ⅷ 事務の実施状況の公表等」についてですが、総会の議事録の公表や活動

計画の点検・評価の公表はホームページで公表しております。 

続きまして、平成３１年度栄町農業委員会活動計画についてご説明いたします。 

はじめに２６ページ、平成３１年４月１日現在の「Ⅰ農業委員会の状況」ですが、
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先ほど３０年度の点検・評価で説明した内容と同じで、１農家・農地の概要につきま

しては、統計や農林業センサスなどに基づいた数値を記載しております。農業委員会

の体制については、改選がございましたので４０代以下の農業委員が２名となりまし

た。 

次に２７ページ、「Ⅱ 担い手への農地の利用集積・集約化」ですが、２平成３１年

度の目標及び活動計画欄をご覧ください。平成３１年度の目標集積面積は、４１８ｈ

ａで新たに４８ｈａを集積するという計画にしております。この目標集積面積は、千

葉県農地利用集積取組計画の３１年度推進目標面積としています。活動計画につきま

しては、酒直南部地区等に対し町農政部局と連携して、担い手への集積を推進すると

ともに、土地改良の推進地区の会議に出席して、中間管理事業を説明し集積を推進し

ていくものです。 

また、推進委員が担当地区内の農家の相談に対応し集積を推進していくこととして

います。 

次に「Ⅲ 新たな農業経営を営もうとする者の参入促進」ですが、２９年度及び３

０年度の実績と同じ１経営体の参入を目標としております。活動計画については、農

業委員・農地利用最適化推進委員に新規就農を考えている方などの情報をいただくこ

と、それから町農政部局と支援体制をとっていくこととしています。 

次に２８ページ、「Ⅳ 遊休農地に関する措置」についてですが、１現状の遊休農地

面積が２４．５ｈａで、２平成３１年度の目標及び活動計画は、２.４ｈａの解消を目

指す計画としております。目標設定の考え方は、平成３１年３月時点の遊休農地面積

の１割を解消するものとしております。活動計画につきましては、昨年度と同様に、

８月に利用状況調査などをしていくこととしておりますのでよろしくお願いいたしま

す。 

また、その後、所有者の意向調査を行い、所有者への指導、さらには新たな遊休農

地や耕作条件の比較的良い農地などのあっせんができればと考えております。 

最後に、「Ⅴ 違反転用への適正な対応」ですが、違反転用面積が拡大しないようパ

ンフレット配布等の広報活動やパトロールの実施などの活動計画をたてさせていただ

きました。 

以上、説明とさせていただきますが、平成３１年度の目標、計画が達成できるよう

農業委員、農地利用最適化推進委員・事務局の連携・協力体制が不可欠ですので、皆

様のご協力をお願いいたします。 

 

○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） 
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 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４号 平成３０年度栄町農業委員会の点検・評価及び平成３１年度栄町農業

委員会活動計画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） 

 

挙手全員、よって、議案第４号については、原案のとおり賛成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。 

 

○事務局長（奥野陽一） 

それでは２９ページ、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、ご説明いたします。 

本件は、国土調査法に基づき実施している地籍調査事業で、町から農地の地目変更

に係る現地確認について、依頼があったものです。 

具体的には、登記簿上の地目が農地で現況が非農地であると地権者から申し出のあ

った土地について現地確認を行い町に回答をするものです。 

今回の調査地区は、安食地区の安食字前新田、及び安食ト杭新田字立島です。平成

３１年４月９日に、芝野委員、岩井委員、事務局、建設課職員及び委託業者で現地確

認をいたしました。位置については、３２のページのＡ３判の資料をご覧ください。 

次に、３０ページと３１ページの調査地の一覧をご覧ください。土地の筆数は、全

部で４３筆です。一覧表の左側から５番目の地目の欄が登記簿謄本に記載されている

地目です。これに対しまして、現地確認後の地目につきましては、一覧表の右側の太

枠内に記載された現況地目の欄をご覧ください。こちらに記載されている地目が今回

現地確認を行った結果です。４３筆の内訳につきましては、宅地が７筆、雑種地が１

８筆、公衆用道路が２筆、一部公衆用道路が１筆、用悪水路が１筆、一部用悪水路一

部堤が 1筆、河川区域が２筆、一部河川区域が７筆、水道用地が４筆という結果です。 

また、この中の一部公衆用道路などの一部という表示につきましては、筆の一部分が

農地以外の利用をしているもので、地目変更が行われる際には、土地の一部分を分筆

して地目変更が行われます。 

なお、今回の農業委員会の回答は参考意見として求められているものであり、最終

的な地目認定は法務局の登記官の判断によることとなります。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 

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
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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、事務局の説

明を求めます。 

 

○事務局長（奥野陽一） 

それでは、３３ページをご覧ください。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及び整理番号２についてご説明させていただきます。

場所については、３５ページから３６ページをご覧ください。 

はじめに整理番号１ 農地の所在が安食字下埜、地目は登記簿・現況共に田、１，

２８０㎡他１筆で４，２８０㎡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４月４日となっております。 

 続いて３４ページ、整理番号２ 農地の所在が中谷字中谷、地目は登記簿・現況共

に田、１，１０１㎡他１筆で１，７０８㎡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４月４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
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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令和元年第５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２時２０分閉会 


