
 

 

 

令和２年第１回 

 

 

栄町農業委員会総会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栄町農業委員会 



 1 

１ 開催日時  令和２年１月１０日（金）午後３時００分から午後３時４０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  なし 

 

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 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

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 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議 

議案第５号 栄町農業振興地域整備計画の変更について 

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（１０名） 

   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３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、令和２年第１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、６番 鈴木薫委員、７番 朝倉友子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、整理番号

１について、事務局の説明を求めます。 

 

〇事務局長（奥野陽一） 

それでは、１ページ 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、

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、２ページをご覧ください。 

農地の所在は、南字上耕地、地目は登記簿が宅地、現況は畑、面積は１，８４１㎡

です。譲渡人・譲受人・経営面積は記載のとおりです。 

権利は所有権移転の有償、譲受人の労力総数は４人、申請事由は、譲渡人が土地の

処分、譲受人が規模の拡大になります。 

本件は、農地の売買により所有権移転を目的として、農地法第３条の許可を申請し

たものです。 

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
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ご説明します。 

まず、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、譲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、譲受人の耕作面積は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、申請地は譲渡人の自作地なので、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、申請地の周辺は陸田として水稲が

作付けされていることから、譲受人は許可後、陸田として水稲を作付けする計画のた

め、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。 

 

○４番（小川博） 

今回、申請された南地先の農地について現地を確認したところ、周りが陸田で譲受

人の自作地にも隣接しており、適切に管理が行われている状況でしたので問題はない

と思われます。 

 

○議長（大野久男） 

 続いて、農地利用最適化推進委員の中島さんから、ご発言がありましたらお願いし

ます。 

 

○農地利用最適化推進委員（中島義晴） 

特に問題ないと思われます。 

 

○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） 
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○議長（大野久男） 

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２号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について、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。 

 

〇事務局長（奥野陽一） 

それでは、３ページ 議案第２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、４ページをご覧ください。 

農地の所在は、安食字木塚、地目は登記簿・現況共に畑、面積は２９７㎡です。譲

渡人、譲受人は記載のとおりです。 

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、申請事由は譲受人が自己用の木造２階建ての専用住宅を建設にするもの

です。 

譲受人は現在、妻と子１人の３人で暮らしていますが、新たに子供が生まれる予定

で、今の住まいでは手狭となることから、妻の実家がある栄町で子育てをしたいと考

えていました。 

譲渡人の了承を得られることができ、近くには小学校やスーパー等もあり、とても

住環境が良い所であるので自己用の専用住宅用地として申請したものです。 

申請地の立地基準上の区分ですが、申請地は農業振興地域内の農用地区域外で土地

改良区の受益地でもなく、市街地化が見込まれる区域内にある農地であることから、

第２種農地と判断され、許可が可能となり得る農地と判断したものです。 

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

ご説明いたします。 

まず、同項第３号の申請目的実現の確実性ですが、当該事業を実施するために必要

な資力については、銀行から融資を受けるための事前審査結果通知書により確認し、

その他事業計画書等からも問題ないと思われます。 

次に、同項第４号の周辺農地への支障ですが、事業用地は木塚集落の端にある農地

になり農用地の分断を招く恐れは無いものと考えます。また、申請地は周辺の農地や

道路とほぼ同じ高さになりますが、一部東側が低いことからその部分に盛土を行う予

定で、隣接農地への土砂の流出がないようブロックを積み、雨水は敷地内に浸透させ

る計画となっており、周辺農地への支障はないと思われます。 

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。 
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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。 

 

○３番（杉田裕） 

 申請地は、木塚集落の端に位置した農地で、周辺農地や道路とほぼ同じ高さであり

ました。雨水は敷地内に浸透させる計画であり、周辺農地への支障はないものと思わ

れます。 

 

○議長（大野久男） 

 続いて、農地利用最適化推進委員の竹本さんから、ご発言がありましたらお願いし 

 

○農地利用最適化推進委員（竹本昌男） 

特に問題ないと思われます。 

 

○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。 

 

（賛成者挙手） 

 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって、議案第２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、整理番号１と整理番号２は借受人が

同一なので一括して、事務局の説明を求めます。 

 

〇事務局長（奥野陽一） 

それでは、５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と整理番号２について

ご説明いたします。場所については、７ページと８ページをご覧ください。 

はじめに、整理番号１ 農地の所在が北字北、地目は登記簿・現況共に田、農振農
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用地で面積は２，９２５㎡ 他３筆で合計１５，２８４㎡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２年１月２０日から令和９年１

０月１９日までです。 

次に、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、農振農用地

で面積は３，１０１㎡ 他１筆で合計４，５３０㎡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２年１月２０日から令和９年９

月１９日までです。 

この２つの案件は、既に農地の中間管理権が設定されているため、利用権の期間は

残存期間になることから終期がまちまちになっております。 

また、今まで耕作していた借受人の事情により、この後の報告第１号の整理番号２

と整理番号３により合意解約を行い、新たな借受人に農地の中間管理権を取得してい

る公益社団法人 千葉県園芸協会が、転貸人となり、農用地の配分を行なうものです。 

 新たな借受人については、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） 

 

○議長（大野久男） 

 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。 

 

○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） 

 

○議長（大野久男） 
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 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） 

 続いて、整理番号３について、事務局の説明を求めます。 

 

〇事務局長（奥野陽一） 

それでは、整理番号３について、ご説明いたします。 

場所については、９ページをご覧ください。 

整理番号３ 農地の所在が矢口字榎本、地目は登記簿・現況共に田、農振農用地で

面積は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俵相当金額、期間は令和２年１月２０日から令

和１０年２月１９日までです。 

この案件も、既に農地の中間管理権が設定されているため、利用権の期間は残存期

間になります。 

また、今まで耕作していた借受人の事情により、この後の報告第１号の整理番号４

により合意解約を行い、新たな借受人に農地の中間管理権を取得している公益社団法

人 千葉県園芸協会が、転貸人となり、農用地の配分を行なうものです。 

 新たな借受人については、認定農業者であり、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） 

 

○議長（大野久男） 

 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） 

 続いて、整理番号４について、事務局の説明を求めます。 
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〇事務局長（奥野陽一） 

それでは、整理番号４について、ご説明いたします。 

場所については、１０ページをご覧ください。 

整理番号４ 農地の所在が大森字森、地目は登記簿・現況共に田、農振農用地で面

積は４，７５０㎡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俵相当金額、期間は令和２年１月２０日から令和１

８年１０月２１日までです。 

この案件も、既に農地の中間管理権が設定されているため、利用権の期間は残存期

間になります。 

また、今まで耕作していた借受人の事情により、この後の報告第１号の整理番号５

により合意解約を行い、新たな借受人に農地の中間管理権を取得している公益社団法

人 千葉県園芸協会が、転貸人となり、農用地の配分を行なうものです。 

 新たな借受人については、認定農業者であり、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） 

 

○議長（大野久男） 

 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４号 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について、を議題とし、

事務局の説明を求めます。 

 

〇事務局長（奥野陽一） 

それでは、議案第４号 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について、ご説明

させていただきます。 
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昨年１０月、奈良県安堵町と大分県別府市の２市町において、農業委員会長が農地

転用にかかる収賄容疑で逮捕されるという不祥事が続けて発生したことから、国民の

信頼回復に向けて１１月２８日に開催された全国農業委員会会長代表者集会において、

「農業委員会の委員等の綱紀保持に関する申し合わせ」が決議され、組織が一丸とな

って再発防止に取り組むことが申し合われたところです。 

その後、全国農業会議所から、本申し合わせ決議の趣旨に則り、すべての農業委員

会において「農業委員会の法令遵守の申し合わせ」決議を実施し、周知徹底を図るよ

う通知がありましたので議案として上程したものです。 

それでは、朗読させていただきます。 

【議案第４号朗読】 

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４号 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について、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４号については、全会一致で決議することに決定しまし

た。 

                                        

○議長（大野久男） 

次に、議案第５号 栄町農業振興地域整備計画の変更について、を議題とし、産業

課の説明を求めます。 

 

〇課長（奥野陽一） 

 １２ページ 議案第５号 栄町農業振興地域整備計画の変更について、ご説明いた

します。 

栄町農業振興地域整備計画の農用地利用計画を変更する場合には、農業振興地域の

整備に関する法律施行規則第３条の２第２項で準用する同条第１項の規定によりまし

て、当該市町村長は農業委員会の意見を聴くもとのされていることから、今回提出さ

れたものです。 

 はじめに、１５ページの様式第９号農用地利用計画の変更に係る説明資料をご覧く
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ださい。栄町農業振興地域の重要変更で、変更内容は除外です。 

事業計画は、町がふれあいプラザさかえの駐車場として利用するというものです。 

土地の表示は、栄町安食字十王、地目は田２，２５４㎡他２筆で合計６，９７４㎡と

なります。地権者については、ご覧のとおりです。 

 １６ページをご覧ください。現在の農振農地の区域を示しています。 

学校給食センター建設予定地と書いてある場所が、現在の駐車場です。計画地と書い

てあるグレーの斜線が今回除外する場所です。 

 次に、１７ページは、除外後の土地利用図になります。給食センター用地となって、

減ってしまった駐車場を確保するものです。それでは、１５ページに戻っていただい

て、詳細についてご説明いたします。 

はじめに、表中の中段（１）の事業計画の概要ですが。給食センターは昭和６２年

２月の供用開始から３２年が経過し、老朽化と共に、学校衛生管理基準に適合してい

ないので建て替えるということです。建設にあたっては、現在のふれあいプラザの臨

時駐車場に建設することとし、必要面積は６，５００㎡です。そのため、減ってしま

った２１１台分プラス４０台分の駐車場分を新たに整備するものです。 

 次に、（２）の必要性については、同じような理由になりますが、給食センター用地

として減ってしまった２１１台分プラス来場者の増加に伴って新たに４０台分が必要

になると判断したものです。 

次に、（３）代替性については、給食センターの建設用地については、「給食センタ

ー建設用地検討委員会」において、３つの候補地から意見をいただいております。給

食の配達の効率性や災害対応、現況地盤等を考慮して、ふれあいプラザの臨時駐車場

用地が適当であると決定された訳ですが、減ってしまった駐車場を確保する場所につ

いては、周辺には公園や宅地しか無いので、農振農用地を利用せざるを得ないと判断

されたものです。 

次に、（４）規模の妥当性については、地権者の同意が得られた土地について、減少

する２１１台分と増加分４０台分の駐車場を整備するには適当な規模であると判断さ

れています。 

次に、（５）農用地の集団化等への影響については、事業計画用地は、農地区域の端

であり、駐車場を整備しても、農用地の分断や、用途の混在などを招く恐れは無く、

農用地等への影響は無いと判断されています。 

次に、（６）農用地の集団化等への影響については、この場所は、農用地の利用集積

は行われておらず、今後も利用集積が見込まれないため、担い手に対する利用の集積

に支障を及ぼす事は無いと判断されています。 

最後に、（１０）農振法以外の農地法や都市計画法の許可等の見込みにつきましては、

今回整備するふれプラの駐車場は、土地収用法に基づき整備したふれプラ自体の一部

の施設として、土地収用法第３条第３２号に該当する地方公共団体が設置する施設に

該当することにより、農地法第５条第１項第８号に該当するため、農地転用の許可は

不要となっております。 

次に、１４ページの様式第７号の変更理由書をご覧ください。 

１の変更理由は、今説明したとおりです。 
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２の（１）には、今回除外する３筆の状況が記載されております。 

次に、（２）農用地区域の概要をご覧ください。表の中で、２列目の変更前の農用地

区域Ｂの田んぼの面積が１１８４．４ｈａとなっておりまして、今回０．７ｈａを除

外いたしますので、変更後の農用地面積Ｃの田んぼの面積１１８３．７ｈａとなりま

す。 

以上で説明を終わります。 

 

○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。芝野委員。 

 

○１番（芝野茂） 

 給食センターの工事は、いつ頃から始まりますか。 

 

○課長（奥野陽一） 

 建設スケジュールでは、令和２年度に用地測量と地質調査を実施し、令和３年度に

基本設計と実施設計を行い、令和４年度から造成工事、建築工事については令和４年

５月から令和５年６月まで行い、令和５年度の７月に完成予定で９月に供用開始する

計画となっています。 

 

○議長（大野久男） 

 よろしいですか。 

 

○１番（芝野茂） 

 はい。 

 

○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５号 栄町農業振興地域整備計画の変更について、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） 

 

○議長（大野久男） 

 挙手全員、よって、議案第５号については、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、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、事務局の説

明を求めます。 
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〇事務局長（奥野陽一） 

それでは、１８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、ご説明させていただきます。 

場所につきましては、７ページから１０ページをご覧ください。 

整理番号１、農地の所在が南字上耕地、地目は登記簿が宅地、現況は畑になり、面

積は１，８４１㎡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、令和元年１

２月２０日です。 

 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す。 

次に、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、農振農用地

で面積は２，９２５㎡ 他３筆で合計１５，８２４㎡です。貸付人、借受人、転貸人

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、令和元年１２月１１日です。 

次に、整理番号３、農地の所在が北字北、地目は登記簿・現況共に田、農振農用地

で面積は３，１０１㎡ 他１筆で合計４，５３０㎡です。貸付人、借受人、転貸人は

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、令和元年１２月１１日です。 

次に、整理番号４、農地の所在が矢口字榎本、地目は登記簿・現況共に田、農振農

用地で面積は３，０００㎡です。貸付人、借受人、転貸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、

令和元年１２月２０日となっております。 

次に、整理番号５、農地の所在が大森字森、地目は登記簿・現況共に田、農振農用

地で面積は４，７５０㎡です。貸付人、借受人、転貸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、

令和元年１２月１１日です。 

 整理番号２から整理番号５までについては、農用地利用配分計画により賃貸借契約

をした農地について、転貸人、借受人が話し合いの結果、双方合意のうえ契約を解除

し、農地を転貸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） 
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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） 

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） 

 よろしいですか、それでは以上をもちまして令和２年第１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３時４０分閉会 

 


