
 

 

 

令和 2年第 7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７月９日（木）午後４時００分から午後４時３０分 

２ 開催場所  栄町役場庁舎５階大会議室 

３ 出席委員（７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 

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（１名） 

２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５条届出に伴う工事完了報告と転用事実確認証明

について 

報告第２号 農地法第５条許可に伴う工事完了報告について 

報告第３号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第４号 農地使用貸借権の合意解約の通知について 

そ の 他  

 

６ 出席職員 

農業委員会事務局長  湯浅 実 

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（４名） 

   日暮 秀男  竹本 昌男  藤﨑 敦之  加藤 昌宏 
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◎開会                         午後４時００分開会 

○事務局長（湯浅実） 

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７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、４番 小川博委員、５番 岩井秀喜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６まで農地中間管理事業の案件になりますので、

一括して事務局の説明を求めます。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

それでは、１ページ 議案第１号整理番号１から整理番号６までについてご説明い

たします。 

場所につきましては、５ページから１１ページまでをご覧ください。 

整理番号１ 農地の所在が龍角寺字池下、地目は登記簿・現況共に田、農振農用地

で面積は２，２５４㎡他４筆で、合計９，２１２㎡です。 

続いて、整理番号２ 農地の所在が請方字上請方、地目は登記簿・現況共に田、農

振農用地で面積は３，４７８㎡他４筆で、合計１１，８１７㎡です。 

続いて、整理番号３ 農地の所在が中谷字中谷、地目は登記簿が田、現況は畑で面

積は２７９㎡他１１筆で、合計２８，１８５㎡です。 
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続いて、整理番号４ 農地の所在が曽根字曽根、地目は登記簿・現況共に田、農振

農用地で面積は１，５８５㎡他３筆で、合計１０，８４１㎡です。 

続いて、整理番号５ 農地の所在が請方字上請方、地目は登記簿が田、現況は畑で

面積は４９㎡他６筆で、合計１７，０４５㎡です。 

続いて、整理番号６ 農地の所在が長門谷字上、地目は登記簿が畑、現況は田、農

振農用地で面積は１，４６７㎡他７筆で、合計８，７３３㎡です。 

内容は、農地中間管理権の取得で、貸付人、借受人、経営面積は記載のとおりです。

期間は、整理番号１から整理番号５までが令和２年７月２１日から令和１２年７月２

０日までの１０年間で、整理番号６は令和２年７月２１日から令和２０年７月２０日

までの１８年間となっております。 

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

積になります。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６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１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） 

 

○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、原案のとおり決定しました。 

 

○議長（大野久男） 

 次に、議案第１号整理番号２を原案のとおり決定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１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） 
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 次に、議案第１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） 

 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第１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１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） 

 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第１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１号整理番号５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） 

 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第１号整理番号５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１号整理番号６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） 

 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第１号整理番号６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、整理番号１から整理番号６までにつ

いて、一括して事務局の説明を求めます。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

それでは、１２ページ、議案第２号整理番号１から整理番号６までについて、ご説

明いたします。 

場所については、５ページから１１ページまでをご覧ください。 



 5 

整理番号１ 農地の所在が龍角寺字池下、地目は登記簿・現況共に田、農振農用地

で面積は２，２５４㎡他４筆で、合計９，２１２㎡です。 

次に、整理番号２ 農地の所在が請方字上請方、地目は登記簿・現況共に田、農振

農用地で面積は３，４７８㎡他４筆で、合計１１，８１７㎡です。 

次に、整理番号３ 農地の所在が中谷字中谷、地目は登記簿が田、現況は畑で面積

は２７９㎡他１１筆で、合計２８，１８５㎡です。 

次に、整理番号４ 農地の所在が曽根字曽根、地目は登記簿・現況共に田、農振農

用地で面積は１，５８５㎡他３筆で、合計１０，８４１㎡です。 

次に、整理番号５ 農地の所在が請方字上請方、地目は登記簿が田、現況は畑で面

積は４９㎡他６筆で、合計１７，０４５㎡です。 

次に、整理番号６ 農地の所在が長門谷字上、地目は登記簿が畑、現況は田、農振

農用地で面積は１，４６７㎡他７筆で、合計８，７３３㎡です。 

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

整理番号１から５までに関しましては、１０アール当たりの賃借料が１．５俵、期間

は令和２年７月２１日から令和１２年７月２０日までの１０年間で、整理番号６につ

いては、１０アール当たりの賃借料が１俵、期間は令和２年７月２１日から令和２０

年７月２０日までの１８年間となっております。 

この案件は、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。 

この借受人については、認定農業者や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利用要件及び農作業常

時従事要件は問題ないと思われます。 

補足として、整理番号１の借受人は、成田市の認定農業者になり、ご夫婦と子供の

親子３名で水稲や麦を栽培する農家になります。 

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。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、竹本推進委員。 

 

○推進委員（竹本昌男） 

 整理番号の３、４、５ですが、貸付人と借受人が同じですが何かあるのですか。 

 

○事務局員（小川浩昭） 

 布鎌地区の請方土地改良区内の農地で、農地中間管理事業を進めているエリアにな

ります。農地の集積を進めて行くうえで、自分の農地を農地中間管理機構の千葉県園

芸協会に一旦貸付け、機構からまた自分が借り受けることで地域の農地の集積が進む

ことにより、一定の条件が満たされている場合には地域集積協力金の交付を地域が受

けられます。この地域では、理事長が先頭になって農地中間管理事業を進めており、

老朽化したポンプの改修を行うための費用の足しにするということです。 
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○議長（大野久男） 

 よろしいですか。木塚地区でも担い手の掘り起こしにもなりますので、岩井委員、

竹本推進委員は進めてください。 

 

○議長（大野久男） 

 他にございませんか。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２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２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） 

挙手全員、よって議案第２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２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２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２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） 
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挙手全員、よって議案第２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２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） 

 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第２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２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） 

 

○議長（大野久男） 

挙手全員、よって議案第２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、報告第１号 農地法第５条届出に伴う工事完了報告と転用事実確認証明につ

いて、事務局の説明を求めます。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

それでは、１７ページ、報告第１号について、ご説明させていただきます。 

場所につきましては、１８ページをご覧ください。 

本件は、申請人より工事完了報告書及び転用事実確認証明願の提出があり、栄町農

業委員会事務局規定第６条第１４号の規定により、令和２年５月２７日に現地を確認

し、あわせて転用事実確認証明書を交付したものです。 

申請地は、安食字上前、地目は登記簿が田、現況は畑、面積は７２㎡です。転用目

的は、駐車場用地になります。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 

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５条許可に伴う工事完了報告について、事務局の説明

を求めます。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

それでは、１９ページ、報告第２号について、ご説明させていただきます。 

場所につきましては、２０ページをご覧ください。 

本件は、申請人より工事完了報告書の提出があり、栄町農業委員会事務局規定第６

条第１２号の規定により、令和２年６月９日に現地を確認し、工事完了報告にかかる

確認書を千葉県に送付したものです。 

申請地は、安食字前新田、地目は登記簿が田、現況は畑、面積は５０７㎡他３筆で

合計１，９２７㎡です。転用目的は、資材置場用地になります。 

以上で説明とさせていただきます。 

 

○議長（大野久男） 

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。はい、杉田委員。 

 

○３番（杉田裕） 

 この場所は軟弱地盤だど思いますが、どのくらい埋立てましたか。 

 

○事務局員（小川浩昭） 

 隣接地が住宅分譲を行う予定地でして、それより低いくらいで道路面と同じ高さで

埋立て、現在は資材置場として利用しています。 

 

○３番（杉田裕） 

 わかりました。 

 

○議長（大野久男） 

他に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。 

                                        

○議長（大野久男） 

次に、報告第３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。 

 

〇事務局長（湯浅実） 
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それでは、２１ページ、報告第３号について、ご説明させていただきます。 

場所につきましては、２３ページをご覧ください。 

整理番号１ 農地の所在が麻生字割畑、地目は登記簿・現況共に畑で面積は５７８

㎡です。 

次に、整理番号２ 農地の所在が麻生字割畑、地目は登記簿・現況共に畑で面積は

２３４㎡です。 

次に、整理番号３ 農地の所在が麻生字割畑、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４ 農地の所在が麻生字割畑、地目は登記簿・現況共に畑で面積は

７２０㎡です。 

次に、整理番号５ 農地の所在が麻生字割畑、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。 

次に、整理番号６ 農地の所在が麻生字割畑、地目は登記簿・現況共に畑で面積は

９１２㎡です。 

貸付人、借受人、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記載のとおりです。 

 本件は、賃貸借契約により借受人が耕作していた農地について、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３号を終わります。 

                                        

○議長（大野久男） 

次に、報告第４号 農地使用貸借権の合意解約の通知について、事務局の説明を求

めます。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

それでは、２４ページ、報告第４号について、ご説明させていただきます。 

場所につきましては、２５ページと２６ページをご覧ください。 

整理番号１ 農地の所在が南字下耕地、地目は登記簿・現況共に畑、農振農用地で

面積は１，６６２㎡他５筆で、合計１３，４７９㎡です。 

貸付人、借受人、解約の申し入れ日、解約の成立日、土地の引き渡し日及び解約の

通知日につきましては記載のとおりです。 
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 本件は、農地法第３条により使用貸借権を設定した農地について、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４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７回総会を閉会します。 

 

〇事務局長（湯浅実） 

 起立、礼。お疲れ様でした。 

                                        

                            午後４時３０分閉会 

 


