
平成２８年第１回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２８年１月２５日（月）

                           １３時３０分～１５時１０分

                 会  場    海老名市役所６階 議員全員協議会室
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平成２８年第１回海老名市農業委員会定例総会議事録 

  平成２８年１月２５日「平成２８年第１回海老名市農業委員会定例総会」を海老名

市役所議員全員協議会室に招集した。招集委員は１８名、応招委員は１７名で次のと

おりである。 

 1番 青木 賢一     2番 松本 孝夫     3番   ―    4番   ―

5番           6番  市川 洋一    7番 田邉 伸夫  8番 大島 政光

 9番  瀬戸 正己    10番  加藤  晃   11番 塩脇   勉  12番 加藤 忠晴

13番  田野口 孝志  14番  橋本 信行    15番 牛村  功   16番 落合 宗任

17番 古泉  清   18番  大塚 泰生    19番 池亀  健  20番 鴨志田 衛

事務局の出席は次のとおりである。 

 事務局長 植松 正、 係長 鈴木 真、 主事 籔本 浩平、 主事 湊 大輝 

会議事項は次のとおりである。 

 日程第１ 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 

 日程第２ 議案第２号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

日程第３ 議案第３号 農用地利用集積計画（案）について 

審議事項は次のとおりである。 

⑴  農地造成工事施工届出書について 

⑵  農業用施設用地に係る転用届出について 

⑶  農地の賃借料情報について（報告） 

⑷  農地転用届出による専決処分について 

⑸  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

会長が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 

【議  長】 海老名市農業委員会会議規則第６条の規定により、本会議は成立してお

ります。 

       次に農業委員会規則第１３条第２項により議事録署名委員を指名します。

議事録署名委員は、１２番委員、１３番委員にお願いします。 

       次に報告事項を事務局から説明します。 

【事務局長】 （先月の活動状況・農地の異動状況・県許可の状況を報告した。） 

【議  長】  それでは、報告事項が終了いたしました。ただ今の報告につきまし

て、何かご質問ありましたらお願いいたします。 



 2

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、了承といたします。 

 それでは、６ページに移ります。 

 これより５．付議事項に入ります。 

 日程第１、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

議題といたします。 

 受付番号１ですけれども、■番委員が関係人として、農業委員会に関す

る法律第２４条、議事参与の制限に該当いたしますので、本案件の審議終

了まで退席をお願いします。暫時休憩とします。 

        （■番委員退席） 

【議  長】  事務局から提案説明をお願いします。 

【主  事】  農地法第３条では、農地についての権利を移転又は設定する場合に

は、原則として農業委員会の許可を受けなければならない旨を規定してい

ます。これは、権利の設定、移転の機会を捉えて、農地等が資産保有目

的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないように

するとともに、生産性の高い農業経営者によって効率的に利用されること

により、農業生産力の維持、拡大を図ることを趣旨としたものです。 

 受付番号１、申請地は中新田■■■■■■■■、台帳地目、畑、現況地

目、畑、■■■平米、農業振興地域内の畑です。譲受人は中新田■■■■

■■■■、■■■■、譲渡人は中新田■■■■■■■■、■■■■、権利

の種類は所有権の移転、目的は世帯内贈与です。現地の案内図は、資料１

をご覧ください。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、事務局から提案説明が終わりました。補足説明があればお

願いします。 

【主  事】  補足説明をいたします。 

 譲渡人の■■■■さんと、譲受人の■■■■さんは、父と子の関係で

す。■■■■さんの農家世帯としての状況は、■■さんと妻の■■さん、

息子の■■さんの３人が農業従事者だそうです。農業の経営主は■■さん

です。■■さんの農作業経験年数は４３年、農業従事日数は年間２５０



 3

日、■■さんの妻の■■さんの農作業経験年数は６年、農業従事日数は年

間７０日、息子の■■さんの農作業経験年数は２年、農作業従事日数は年

間６０日だそうです。■■さん世帯の農業経営面積は、田んぼが■■■■

平米、畑が■■■■平米、合計、■■■■平米です。機械は耕耘機、田植

機、コンバインなどを所有しています。また、地域集落の取り決めに従

い、支障の出ないよう耕作を行う旨、申請書に書いてあります。機械の

面、労働力の面、技術の面のどれから見ても、譲受人として問題ないと思

われます。その他許可をすることができない場合が定められている農地法

第３条第２項各号に該当する項目はありません。これらから、この案件に

関して特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、現地調査班のご意見をいただきたいと思います。１６番委

員からお願いします。 

【16番委員】  この畑は農地として適正に管理されておりました。世帯内贈与という

ことでもありますので、問題はないかと思います。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご質問あ

りましたらお願いします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、採決に移ります。 

 受付番号１につきまして、賛成の方の挙手をお願いします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって承認といたします。 

 それでは、■番委員、席に戻っていただきたいと思います。 

        （■番委員着席） 

【議  長】  続きまして、受付番号２につきまして、事務局から提案説明をお願い

します。 

【主  事】  受付番号２、申請地は上郷字■■■■■■■、台帳地目、田、現況地

目、田、面積、■■■平米、農業振興地域内の田です。譲受人は河原口■

■■■■■■■、■■■■■、譲渡人は河原口■■■■■■■■、■■■
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■、権利の種類は所有権の移転、目的は世帯内贈与です。現地の案内図

は、資料２をご覧ください。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員のご意見をいただきたいと思います。９番委員、

お願いします。 

【９番委員】  ■■■■■さんは、■■さんの奥様でございますけれども、隣接して

いる畑等もよく耕作されていますので、特に問題はないかと思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いします。 

【主  事】  補足説明いたします。 

 申請人の■■さんの農家世帯としての状況は、■■さんと妻の■■■さ

ん、息子の■■さん、娘の■■さんの４人が農業従事者だそうです。農業

の経営主は■■さんです。■■さんの農作業経験年数は４０年、農業従事

日数は年間１５０日、■■さんの妻の■■■さんの農業経験年数は２５

年、農業従事日数は年間６０日、息子の■■さんの農作業経験年数は１５

年、農業従事日数は年間６０日、娘の■■さんの農作業経験年数は１０

年、農業従事日数は年間６０日だそうです。申請人の■■さん世帯の農業

経営面積は、田が■■■■平米、畑が■■■■平米、合計、■■■■平米

です。機械はトラクター、耕運機、田植機などを所有しています。また、

地域集落の取り決めに従い、支障の出ないよう耕作を行う旨、申請書に記

載があります。機械の面、労働力の面、技術の面のどれから見ても、譲受

人として問題ないと思われます。その他許可をすることができない場合が

定められている農地法第３条第２項各号に該当する項目はありません。こ

れらから、この案件に関して特に問題ないものと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、現地調査班のご意見をいただきたいと思います。８番委

員、お願いします。 

【８番委員】  資料２の写真の稲刈り終了した状態で、水田として適正に管理されて

いて、特に問題ないと判断します。 

 以上です。 
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【議  長】  それでは、説明が終わりました。これより質疑に移ります。ご質問あ

りましたらお願いします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、採決に移ります。 

 受付番号２について、賛成の方の挙手をお願いします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって承認といたします。 

 続きまして、受付番号３番、４番につきまして、関連性がありますの

で、事務局から一括で提案説明をお願いします。 

【主  事】  受付番号３、申請地は杉久保字■■■■■■■、台帳地目、田、現況

地目、田、■■■平米、譲受人は杉久保北■■■■■■■■、■■■、譲

渡人は杉久保北■■■■■■■■■、■■■、権利の種類は所有権の移

転、目的は経営規模拡大です。 

 受付番号４、申請地は杉久保字■■■■■■■、台帳地目、田、現況地

目、田、■■平米、譲受人は杉久保北■■■■■■■■、■■■、譲渡人

は杉久保北■■■■■■■■、■■■■、権利の種類は所有権の移転、目

的は経営規模拡大です。いずれも農業振興地域内の田です。場所は２枚が

連続しています。現地の案内図は、資料３をご覧ください。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員のご意見をいただきたいと思います。１８番委

員、お願いします。 

【18番委員】  これは元県のアカデミーで耕作していた田んぼなんですよね。地権者

が■■■さんと■■■■さんの土地をアカデミーが作っていて、■■さん

は、永池の河川工事に伴う代替という形での購入だと思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いします。 

【主  事】  申請者の■■さん世帯の農家世帯としての状況は、■■■さんが経営

主で、世帯の農業従事者は■さんと息子の■さん、■さんの妻の■■さん

の３人が農業従事者だそうです。経営主の■さんの農作業経験年数は７０

年、農業従事日数は年間３２０日、■さんの息子の■さんの農業経験年数
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は４０年、農業従事日数は年間３５０日、■さんの妻の■■さんの農作業

経験年数は７年、農作業従事日数は年間６０日だそうです。■■さん世帯

の農業経営面積は、田が■■■■平米、畑が■■■■■■平米、合計■■

■■■■平米です。機械はトラクター、耕運機、田植機、コンバインなど

を所有しています。また、地域集落の取り決めに従い、支障の出ないよう

耕作を行う旨、申請書に記載があります。機械の面、労働力の面、技術の

面のどれから見ても、譲受人として問題ないと思われます。その他許可を

することができない場合が定められている農地法第３条第２項各号に該当

する項目はありません。これらから、この案件に関して特に問題ないと思

われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、現地調査班、８番委員からご意見をいただきたいと思いま

す。 

【８番委員】  資料３の写真のように、水田として使用されていて、適正に管理され

ていました。特に問題ないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご質問あ

りましたらお願いします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、採決に移ります。 

 採決を別々にしますので、受付番号３について、賛成の方の挙手をお願

いします。 

          （挙 手） 

【議  長】  全員賛成でございますので、承認といたします。 

 同じく受付番号４について、賛成の方の挙手をお願いします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって承認といたします。 

 ７ページに移ります。 

 日程第２、議案第２号 引き続き農業を行っている旨の証明についてを

議題といたします。 
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 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いします。 

【主  事】  この証明は、農地の相続税納税猶予制度を受けている方が、３年ごと

に引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署へ提出する際に必

要なものです。過去３年間において相続税の納税猶予を受けている農地を

農地としてやってきたかという部分を農業委員会が証明します。 

 受付番号１、被相続人は杉久保北■■■■■■■、■■■■、申請人は

杉久保北■■■■■■■、■■■■、引き続き農業経営を行っている期間

は、平成２４年１２月２２日から平成２８年１月２５日までです。特例農

地等の明細ですが、海老名市杉久保字■■■■■■、現況地目、田、台帳

地目、田、市街化調整区域、■■■平米、外１３筆、議案書のとおりで

す。全て農業振興地域内の田畑で、田が■■■平米、畑が■■■■■■■

平米、合計、■■■■■■■■平米です。事務局で１月１４日に現地調査

をしたところ、農地として適正に管理されていました。特に問題はないと

思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご質問ありましたら

お願いをいたします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ご質問ないようですので、採決に移ります。 

 受付番号１について、賛成の方の挙手をお願いします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって承認といたします。 

 ８ページに移ります。 

 日程第３、議案第３号 農用地利用集積計画（案）について「貸し借

り」を議題といたします。 

 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いします。 

【主  事】  農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りについて、当事者よ

り申し出がありましたので、農用地利用集積計画（案）を上程します。こ

の審議を経て、海老名市に対し計画案を送付し、農用地利用集積計画を定

めるよう要請します。海老名市はそれに基づき、農用地利用集積計画を作
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成し、その公告があったときに権利の設定の効果が生じます。 

 受付番号１、借り手は中新田■■■■■■■■■、■■■■、貸し手は

上郷■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は中新田■■■■

■■■、現況地目、田、■■■平米、貸し借りの種類は使用貸借権の設

定、利用目的は水田、貸し借りの期間は、平成２８年２月１日から平成３

０年１２月３１日までの３年です。農業振興地域内の新規の計画です。 

 補足説明を続けて行います。１月１４日に事務局で現地確認をしたとこ

ろ、現地は農地として管理されていました。また、借り手は市内の農家で

す。農用地利用集積計画の法定要件が定められている農業経営基盤強化促

進法第１８条第３項の各要件を満たしており、特に問題ないと思われま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご質問あ

りましたらお願いします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、採決に移ります。 

 受付番号１について、賛成の方の挙手をお願いします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって承認といたします。 

 続きまして、受付番号２番、３番でございますけれども、■番委員が関

係人として、農業委員会規則第２４条の議事参与の制限に該当いたします

ので、本案件の審議終了まで退席といたします。暫時休憩とします。 

        （■番委員退席） 

【議  長】  受付番号２番と３番でございますけれども、両方、■番委員が関係し

ていますので、一括して説明をしたいと思います。 

 事務局から提案説明をお願いします。 

【主  事】  受付番号２、借り手は今里■■■■■■■、■■■■、貸し手は今里

■■■■■■■■■、■■■、貸し借りする農地は大谷字■■■■■■■

■、現況地目、田、■■■平米、外１筆、議案書のとおりです。貸し借り

の種類は使用貸借権の設定、利用目的は水田、貸し借りの期間は平成２８
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年２月１日から平成３０年１２月３１日までの３年です。 

 引き続きまして、受付番号３、借り手は今里■■■■■■■、■■■

■、貸し手は今里■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は今里

字■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、外２筆、議案書のとおりで

す。貸し借りの種類は使用貸借権の設定、利用目的は水田、貸し借りの期

間は平成２８年２月１日から平成３０年１２月３１日までの３年です。ど

ちらも農業振興地域内の新規の計画です。 

 補足説明を続けて行います。１月１４日に事務局で現地確認したとこ

ろ、現地は農地として管理されていました。また、借り手は市内の農家で

す。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、特

に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご意見、

ご質問ありましたらお願いをいたします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、採決に移ります。 

 採決は別々に行います。 

 受付番号２について、賛成の方の挙手をお願いします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって承認といたします。 

 同じく受付番号３について、賛成の方の挙手をお願いします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって承認といたします。 

 それでは、■番委員、自席に戻っていただきます。 

        （■番委員着席） 

【議  長】  ９ページに移ります。 

 受付番号４について、事務局から提案説明をお願いします。 

【主  事】  受付番号４、借り手は上今泉■■■■■■■■、■■■■、貸し手は

上今泉■■■■■■■■、■■■■、持分２分の１、■■■■、持分２分

の１、貸し借りする農地は上今泉字■■■■■■■■、現況地目、田、■
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■■平米、外２筆、議案書のとおりです。貸し借りの種類は使用貸借権の

設定、利用目的は水田、貸し借りの期間は平成２８年２月１日から平成３

０年１２月３１日までの３年です。農業振興地域内の新規の計画です。 

 補足説明を続けて行います。１月１４日に事務局で現地確認したとこ

ろ、現地は農地として管理されていました。また、借り手は市内の農家で

す。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、特

に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご質問あ

りましたらお願いします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、採決に移ります。 

 受付番号４について、賛成の方の挙手をお願いします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって承認といたします。 

 次に、先程ありました追加の議案、受付番号５番に移ります。 

 それでは、本日配付しました追加議案について審議いたします。 

 受付番号５について、今回、借り手の■■さん、新規就農の方ですの

で、審議に入る前に、本人を呼んでおりますので、■■さんから利用計画

のプレゼンをしていただき、ご質問等ありましたらお願いしたいと思いま

す。暫時休憩といたします。 

          〔休  憩〕 

【議  長】  それでは、審議を再開します。 

 ただいま■■さんが着席されました。事務局から■■さんの紹介を含め

て、説明をお願いしたいと思います。 

【事務局長】  それでは、新規就農を予定しております■■■■さんでございます。

今日は県からも職員の方がお見えですので、紹介いたします。県の農地保

全課の大場様、もうひと方、県央地域県政総合センター地域農政推進課の

山本様です。 

 それでは、資料７をご覧いただきますと、■■さんが作成しました営農
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計画書等がございますので、これらを参照しながら、■■さんにこれから

の取組みについてのプレゼン、お話をお願いしたいと思います。 

 それでは、■■さん、簡単に自己紹介を兼ねながら、営農計画等をお話

しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【■■■■】  ご紹介いただきました■■■■と申します。よろしくお願いします。 

 お手元の資料にもありますけれども、私は座間市座間■■■で、入谷駅

の近くに住んでおりまして、現在６１歳です。今まではサラリーマンとし

て５７歳まで勤めておりましたが、５７歳で退職した後、神奈川県の中高

年ホームファーマー事業で、１年間、１００平方メートルの畑を農業委員

会の方の指導をいただいて耕作しました。その後、２５０平方メートルの

耕作放棄地で、神奈川県の農業サポーターとして２年目というところで

す。 

 サラリーマンからどうして畑をやるようになったかというと、サラリー

マンのときは営業をやっておりまして、東京都の２３区をあちこち営業で

歩いていたのですけれども、江戸川区とか江東区を回っているとき、あ

と、練馬区もですが、小松菜などの野菜の畑が江戸川区にもたくさんあり

まして、練馬区でも大根という特産品がありますけれども、営業しながら

そういう畑を見ていて、作物を作るのもいいなということで、早期退職し

まして、神奈川県の中高年ホームファーマーに応募し、農業をやるように

なりました。 

 現在は２５０平方メートルの畑を借りてやっていますけれども、主にキ

ュウリ、ナス、インゲン、トマト、ジャガイモ、サツマイモなどを作って

おります。現在、私と妻と、相模原に住む弟にも繁忙期は手伝ってもらっ

ています。 

 営農するために、今までは持っていなかったのですけれども、軽トラは

今回購入しまして、軽トラで海老名の畑まで行けるようになっています。

あと耕耘機も、管理機も、２月５日、６日に平塚で、ＪＡ全農の展示会、

入札がありますので、そこでいい物件があれば入札して購入しようと考え

ています。 

 今後、海老名の畑では、キュウリ、インゲン、ナスを主にして、その他
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大根、小松菜、水菜、ジャガイモ、あとシロウリとサツマイモ、トマトな

どで、春夏野菜と秋冬野菜をうまく回していきたいと思います。年間収量

としては、大まかですが、資料にありますように見込み生産量として、キ

ュウリ1,800キロ、インゲン１６０キロ、ナス1,200キロということで考え

ています。出荷についてはＪＡさがみの准組合員でもありますので、グリ

ーンセンター、座間のディハウス等に登録して出していきたいと考えてい

ます。 

 今までは２５０平米ですので、販売はしていません。自家消費と親戚、

近所の人に食べてもらい、批評をいただいております。 

 あとは、シロウリを使って、海老名の泉橋酒造から酒粕を購入しまし

て、シロウリの奈良漬けということで、２年もの、３年ものとこれから増

えていくと思いますので、それも将来的には販売していきたいなと考えて

います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

【議  長】  それでは、ただいま■■さんから説明がありました。皆さんのご意

見、ご質問がありましたらお願いしたいと思います。 

【大  場】  県農地保全課の大場と申します。県の農業サポーター制度について説

明させていただきます。よろしくお願いします。 

 今お手元に、かながわ農業サポーター制度のご案内ということで、資料

１枚お渡ししていただいております。かながわ農業サポーター、認定は、

■■さん、昨年度の認定なのですけれども、２５年度に１人認定しており

まして、今年も２名認定しておりますので、現在、４名の方を認定してお

りますが、今回、■■さんが初めてサポーターとして海老名市で農地をお

借りできるというようなお話でしたので、皆さん、サポーターが入るのが

初めてなので、制度自体、説明をしておいたほうがよろしいのかなと思い

まして、私のほうで説明させていただきます。 

 かながわ農業サポーター、平成１９年から始まりまして、元々中高年ホ

ームファーマーで技術を培ってきた方々が、農業を本格的に始めたいとい

うときに制度がなかったので、大規模に新規就農ということではなくて、

それよりも小さい規模でも本格的に農業をサポートしていきたいという方
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を認定して、参入していただこうという制度です。もう１つには、耕作放

棄地の解消という目的がありまして、荒れた農地を県で復旧し、やる気の

ある方に入っていただいて、農地の保全と有効活用を図っていこうという

考え方でおります。サポーターとしては、ある程度の技術を持っていると

いうことで、２年間、最低研修を受けていただくということで、ホームフ

ァーマーの制度であるとか、市町村の研修の制度を必ず受けていただくと

いうことが条件になります。そのうえで、認定委員会において認定をして

いくわけなのですけれども、それに当たっては条件がありまして、自らが

責任を持って耕作するということ、それから、年間１５０日以上農業に従

事するということ、それから、自立をするということで、地域のルールを

守りながら耕作をするということをきちんとやれるという方に対して認定

していこうというところです。また、面積についても、１０アール以上３

０アール程度までということで、広い規模ではないけれども、多くの方

が、サラリーマンを退職されてやるということもありますので、それほど

大きな目標ということではなくて、１０アールから３０アール程度で、売

り上げの目標も５０万円以上、本格的に売っていくということですけれど

も、それで生計を立てるということは考えていなくても大丈夫というよう

な内容で申請していただきまして、申請していただいた内容を市の農業委

員さんとかも含めて審議させていただいて、認定という形をとっておりま

す。 

 認定した後なのですけれども、一番下に、制度のイメージというのが書

いてあります。今回の場合は、農業公社が入らない形ということで、地権

者の方とサポーターと神奈川県で協定を結びます。必ず地域のルールに従

ってやってねということを文書上でもお約束していただくということで

す。それを踏まえたうえで、農地の貸し借りの手続をし、かながわサポー

ターとしては、３年から５年の期間やっていただこうと思っております。

その間に何か問題があった場合は、神奈川県も入りまして、いろいろ相談

をさせていただいて、地域の方々にご迷惑のないようにということを考え

ております。３年から５年たった後はどうするかといいますと、多くの市

町村でしっかりやっていただいている方が多いので、引き続き農業者と同
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じような形で耕作していただきましょうということで、今度は相対契約と

いう形で耕作をするというケースが多いです。今回の場合は既に相対なの

で、その先については、その後、また地権者のご了解が得られれば続けら

れるのかなとは考えております。 

 制度については以上です。 

【議  長】  それでは、今、サポーター事業ということで、県からも説明がありま

したけれども、先程の■■さんの説明も含めて、何かご意見があればお願

いしたいと思います。 

 その前に私から１、２点お伺いしたいと思います。 

 先程の話の中で、軽トラをお持ちだと、それから、耕耘機は購入するつ

もりだと、そういう話がありました。海老名市の農業委員会でも新規就農

が７名位おりますけれども、そのたびに話になるのが、農業作業機を置く

場所をどう考えているのだと。今、自宅のところにそれが保管できるよう

なスペースがあるのかどうか、その辺が毎回話の中で出ます。それで、畑

の端のほうにシートでも被せておくのだということを言う人もおるのです

けれども、その辺の話。それから、もう１点は、座間のＪＡの直売所を利

用されるという話もありましたけれども、その中で漬け物をやるつもりだ

という話がありましたが、加工品を農協のそういうところに出すにはそれ

なりの取り決めといいますか、それがあるのではないのかなと感じるので

すけどね。海老名のグリーンセンターでも個人で加工品を出している人が

おりますが、例えば保健所などとかの手続きが必要なのかどうか、その辺

が私も分かっていませんけれども、その点、どのような手はずを取られて

いるのかということをお聞きしたいと思っております。その点、いかがで

しょうか。 

【■■■■】  最初のご質問の保管スペースということなのですが、自宅に車２台停

められるスペースがありまして、現在、軽トラと通常使う軽乗用車、これ

はまだ未購入なのですけれども、車２台のスペースのところにこれからカ

ーポートと水場を工事してもらう予定で、今週木曜日から業者が入るので

すけれども、そこに管理機も置けるスペースがあります。荷捌きもそこで

できますので、そういった保管スペース、作業スペースは十分確保できて
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いると思います。 

 あと、先程ご説明しました漬け物、加工品についてはグリーンセンタ

ー、ディハウスとも確認はできていませんが、これから量が増えたときに

できるように、ディハウス、グリーンセンターに確認して、保健所なり、

衛生管理について手続が必要であれば、それに従ってやらせていただけれ

ばと思っております。 

【議  長】  他にご質問ありますか。 

【６番委員】  お聞きしたいのですけれども、座間の方が海老名で借りたいというと

ころはどういう理由なのか。要は農業をやるなら近場が一番いいですよ

ね。希望は座間みたいになっているようなのですけれども、そこら辺の背

景というのがあったら教えていただきたいなというのと、これは神奈川県

にお聞きしたいのですけれども、農業サポーターとありますよね。これは

相模原でやっている農業サポーターとは違いますか。市がやっているもの

なのですが、これは忙しいときに農業者じゃない人で応援部隊を組んで派

遣するというやり方なのですが、名前が全く同じなもので、そこら辺どう

なのかなというのをお聞きしたかったのですけれども、そういうこともあ

るのかどうか。忙しいときに農家をやっているところに派遣するような業

務があるのかどうかというのをお聞きしたかったのです。その２つ、教え

ていただければ。 

【議  長】  ■■さんお願いします。 

【■■■■】  最初の質問ですが、私は座間に住んでいて、希望は座間だったのです

けれども、サポーター制度の中で、１０アールというまとまった畑の空い

ている場所が座間市ではないということで、応募されても何年も待っても

らうようになるよということでした。それで、隣の市の海老名市でした

ら、北のほうになるけどもそういう耕作地があるかもしれないということ

で、昨年海老名市で希望を出させてもらいました。今回こういうお話をい

ただいて、現地も確認しましたけれども、神奈川県で耕作地の雑草とか、

そういうものをきちんと刈ってくれるということなので、今回希望させて

いただいています。自宅から耕作地まで大体３０分から４０分位で行ける

ところですし、周りの環境も用水路の側で、周りに建物が建って日影にな
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るとか、そういう心配もないところなので、非常にいい場所だということ

で、希望させていただいています。 

【６番委員】  ３０分から４０分、大変だと思いますけどね。 

【議  長】  入谷からだから、そうでもないか。 

【６番委員】   １個何かを忘れるとまた取りにいかなきゃいけないということがあり

ます。 

【議  長】  県の方。 

【大  場】  今のお話に関連して、毎年、サポーター制度については、各市町村に

受け入れていただけるかどうか、照会をかけておりますが、２６年度につ

いては座間市さんから、畑でお貸しできるような場所はなくて、しかも、

サポーターさんで待っていられる方がそのとき既に３人おられ、新しく認

定しても難しいというお話をいただいておりましたので、２６年度につい

ては認定できる状況にないということでありました。それから、その後の

サポーターということですけれども、名前は似ていますけれども、全く相

模原のものとは別制度でございまして、こちらは農業者の小さい版という

ことで、援農ということは一切しておりません。 

【２番委員】  県にお聞きしたいのですが、荒廃農地整備を県でやるというお話だっ

たのですけれども、どの程度の荒廃地を県が整備するということをやられ

るのか、それと、これについては、あまりひどい荒廃地については、業者

とかを依頼してやるのかどうか。あくまでも畑の耕作をできるような状態

にするまでが県の仕事だというように理解しているのですけれども、その

辺ちょっとお聞かせ願いたいのです。 

【大  場】  復旧がどの程度かというのはなかなか説明しにくいのですけれども、

予算もありますし、１カ所にあまりお金は掛けられないのが実情なので

す。今、■■さんの畑ということで、雑草はかなり生えていますが、木は

それ程大きいものは生えていません。復旧できる範囲としては、その位か

なと思っています。 

【２番委員】  そうしますと、あまりひどい荒廃地についてはやらないということで

すかね。 

【大  場】  そうですね。土が盛られていて、それを除去しなければならない、そ
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ういったことはしていません。 

【２番委員】  我々としては、荒れているところほど整備をして、畑に戻していただ

きたいという部分はお願いしたいですね。草刈り程度で畑になるのであっ

たら、それほど苦労はないのですけれども、やはり荒廃地として、きちん

とした畑に復元することについては、ある程度の努力目標を定めてもらわ

ないと、その辺がどの程度までやるというような目標がなければ、海老名

市としても農業委員会としても、その辺の区切りがつかない部分があると

思うのですけれども。 

【大  場】  目安としては、土を客土したりとか、除去したりということはなくて、

現状で上にあるもの、それも大きな木があれば抜根しなければいけません

が、それも１本、２本程度ならばまだいいのですけれども、大きく育った

木が何本もあるようだと、そこまではちょっと手が出せないというような

感覚を持っております。復旧については、地元の生産組合でご協力いただ

ければ、そういったところも利用したいと思っておりますが、多くの場合

は農協さんとか、中高年ホームファーマーの中から立ち上がった法人など

もありますので、そういったところの団体に依頼したりして、復旧してい

くというのが現状でございます。 

【２番委員】  海老名市の場合、農業委員の経験者で組織した農業活性化事業組合と

いうのが、ある程度そうした荒廃地を復旧しながら耕作して、大豆とか麦

などの栽培をしているのですけれども、目標としてやはり荒廃地をなくす

ことは一緒だと思います。海老名市は荒廃地が少ない部類に入ると思いま

すが、他所の市町村に行きますと、その辺の荒廃地がたくさんあって、手

の付けられないような状態が非常に多いということも伺っていますので、

やはりそういうところについても、あまり分け隔てなく県で整備をしてい

く姿勢を見せたほうがいいのではないかなと我々としては考えております

が、その辺どうでしょうか。 

【大  場】  やはりサポーターさんが希望されるかどうかというのが１つありまし

て、ホームファーマーであれば、中井とかに農地があるのですけれども、

そちらに横浜から通っている方とかもおりますので、農地が見つかりやす

いことを条件にそちらはどうかと説明してみたりするのですけれども、や
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はり営農というのは自分の住んでいる近くでやりたいという気持ちがある

のか、なかなか荒廃農地の多いところに多くの方が入るという状況にはな

くて、それが１つ悩みの種ではあります。ただ、希望される方は、なるべ

く多くの方に入っていただきたいと思っておりますので、荒廃状況につい

ては、市などとも相談しながら、なるべく多くのところを復旧してという

形では進めております。 

【議  長】  他にご質問あるでしょうか。 

 それでは、もう１つだけ、私から伺いますが、県の今の耕作放棄地、あ

れは先日も農業委員会で現場を見たのですが、カヤが出ています。カヤと

いうのは、それ程根は深くないのですが、どのような復元方法を、上だけ

カヤの出ている木だけを整備されるのか、ある程度根まで考えているの

か。今、■■さんが言われた機械、農機具が管理機をという話があったの

で、管理機で、例えば土の面から上だけを整備したというと、カヤの根ま

で管理機で開墾するというのはちょっと無理かなと思います。それで、管

理機と言っても、大きいのから小さいのまであると思いますけれども、あ

の畑を畑に戻すということにつきましては、トラクターがあれば、ある程

度の根はロータリーでできると思いますけれども、管理機ではとても無理

だと思います。県の整備の仕方がどの辺までやられるのか分かりません

が、あそこの畑は１回すごく廃棄物が捨てられていた場所なのですけれど

も、今はそれ程ではありません。１回、持ち主がきれいに整備をしまし

た。それで、３年位経ったうちに前に戻った感じがしますけれども、それ

にしても下は平らです。だけど、カヤがすごく出ていますので、どのよう

な整備をする予定なのか、あるいは今度借りる人、■■さんがどのような

機械で耕すのか、その辺がちょっと見えないなというように思っています

けれども。 

【大  場】  復旧に関しては、これからどのような形でやるか、業者さんと打ち合

わせますので、細かく詳しくは申せないのですけれども、カヤの場合は上

だけ刈っても大変だというのは承知しておりまして、他の地域でもユンボ

を入れて掘り返したり、そういったこともしています。それはまだ刈っ

て、トラクターも大きなトラクターで耕耘はするのですけれども、耕耘し
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て、それでオーケーかというと、そういう状況でもないと思います。それ

は業者さんとも相談しながら進めて、ある程度農地として使いやすいよう

な形では考えております。 

【議  長】  そこまで計画していられるのであれば、■■さん、借りられても大丈

夫かなと思います。 

【２番委員】  以前持ち主に聞いたら、ガラが入っていると言われたよね。 

【議   長】   １回あそこはガラが捨てられたけども、それはきれいに片付けまし

た。 

【２番委員】  それから、建築の泥や残土を積んでダンプが出入りしていたから、ひ

どく固くなっていると思われるよね。それは平らにしただけで、そのまま

になっているから、結構固いと思いますけども、そういうことは全部調べ

たうえで借りられるのか、その辺もきちんとされたほうがいいかと思いま

すけどね。 

【■■■■】  地主さんの話では、３年前まではきちんとしていたが、２年程草刈り

ができなくて、３年目になって、ああいう状態になっているということで

聞いていました。前に現地を見に行ったときには、県の農政課の方から、

茅ヶ崎の土が入っていることは言われていました。 

【議  長】  それはきれいに片付けました。 

【２番委員】  そのときも海老名市の農業委員会で、県に対応をお願いしたのですけ

れども、県では海老名市で対応してくれということだけで、結局海老名市

が全て対応していたのですね。だから、内容が分かっているかどうかとい

うのは、耕作者の人が一番苦労するかなということで、ちょっと心配して

いますが、その辺はきちんと地質的にどうなのか、ある程度予備知識を持

たれたほうがいいかと思います。 

【議  長】  それでは、他にご意見あるでしょうか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、以上で■■さん、退席していただいて、結構で

す。ありがとうございました。 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。 

          〔休  憩〕 
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【議  長】  それでは、審議を再開します。 

 受付番号５について、事務局から提案説明をお願いします。 

【主  事】  受付番号５、借り手は座間市座間■■■■■■■■■■、■■■■、

貸し手は河原口■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は本郷字■

■■■■■■■、現況地目、畑、■■■■平米、貸し借りの種類は賃借権

の設定です。利用目的は普通畑、貸し借りの期間は、平成２８年２月１日

から平成３２年１２月３１日までの５年、借賃は年額１万2,000円、借賃

の支払い方法は年末に現金一括払いです。農業振興地域内の新規の計画で

す。１月１４日に事務局で現地を見ています。あと、１月２２日にも現地

を見ています。現地は、農地パトロールで遊休農地として把握している畑

で、現在も背の高い草がたくさん生えていますが、権利設定後に神奈川県

が農業サポーター制度の中で手を入れれば農地として使用できると判断し

ました。農用地利用集積計画の法定要件が定められている農業経営基盤強

化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、特に問題ないと思われ

ます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご質問、

ご意見ありましたらお願いします。 

【２番委員】  これ、県が違反の土地と承知していて、その解消のために県で積極的

に働きかけてやった話なの。それとも地主から申し出があったわけ。 

【主  事】  後で、今年の農地パトロールの結果の報告もさせていただきますが、

それと同じように、地主さんへ適正に管理をお願いしますと働きかけてい

く中で、この地主さんから初めて、どなたかに貸してもいいというお話を

いただいたところです。ちょうど県から農業サポーター制度の新しい方の

認定の話があった時期でございまして、そこから、昨年農業サポーター制

度で、海老名市に入りたいということで認定された方について、借りてみ

るかという話が進んだところでございまして、県からこの土地という指定

があったわけではありません。 

【２番委員】  県からの話だとしたら、違反していることが分かっていてあっ旋した

みたいな、それだとちょっと筋としておかしな話になる。これは県ではな
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くて、市がその土地を提案したのですね。 

【主  事】  農地を貸したいという話が地主さんからあったときには、私どもは先

ず農業者に紹介をするということを心掛けているのですが、今回の土地に

ついては、何年も荒れた状態にあって、農家さんに紹介はできないなと思

っていたところです。農業サポーター制度であれば、県の費用で農地復旧

までやるという話もあったものですから、そちらのほうに紹介をしてしま

ったというところがございます。 

【議  長】  先程は触れなかったのですけれども、昨年の暮れにサポーター事業で

ということで、農業委員会、農協、県央地域県政総合センターと本庁の市

川さんも見えて、認定対象者が２名、海老名で農業をしたいということの

会議がありました。本日見えた方は、一昨年のサポーター事業で、県は杉

山課長だったですけれども、対象者がいるので海老名で候補地があればと

いうことがありました。昨年、申請をされた人はまだ２名おります。それ

はまた適当な場所があれば、県のサポーター事業で新規就農、利用集積そ

ういうことで、農業委員会に申請が上がってくるのではないかと思ってい

ます。 

【２番委員】  新規就農の場合は、アカデミーの卒業生それと今の県のサポーター事

業で、その種類は幾つぐらいあるの。それで借りる人は皆新規就農で、一

緒になっているみたいな感じだけど。 

【議  長】  昨年、座間で新規就農して、海老名の農業委員会にも利用集積の申請

があった■■さん、毎日グリーンセンターで会っていますけれども、立派

なものを作っていますよ。相当持ってきていますね。 

【議  長】  いろいろご意見はありましたけれども、ここでその他にご意見がない

ようでしたら、採決に移りたいと思います。 

 受付番号５番につきまして、賛成の方の挙手をお願いします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって承認といたします。 

 １０ページに移ります。 

 ６．そのほか、法に基づく許認可等の審議によらない案件を議題といた

します。 
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 （１）農地造成工事施工届出書についてを案件といたします。 

 事務局から提案説明をお願いします。 

【主  事】  農地造成は、農地の盛土、切土等によって農地等の形質を変更するこ

とです。海老名市内では、軽易な農地造成を行う場合には、海老名市農地

造成工事指導要綱に規定する届出を出していただくこととしています。具

体的には、1,000平米以下で、高さ１メートル以下の盛土、切土であっ

て、かつ、耕作の中断期間が３カ月未満のものを軽易な農地造成としてい

ます。 

 それでは、受付番号１、申請地は上郷字■■■■■■■、現況地目、

田、台帳地目、田、面積は筆全体が■■■平米あるうち、盛土をするのは

■■■■■■平米です。土地所有者は上郷■■■■■■■■、■■■■、

施工業者は大谷南■■■■■■■■■■■■、■■■、改良内容は田に盛

土をして畑とするものです。資料は、資料４に申請地の地図の他に現地の

写真、工事の計画図をお配りしています。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員のご意見をいただきたいと思います。１０番委

員、お願いします。 

【10番委員】  現場は、市道５９号線ですか、そこの際の田だと思うのですけれど

も、写真のとおり、一部現況では畑、３メートルか４メートル位ですか、

道路に沿ってできています。その延長上に埋め立てて畑を造るという話で

す。現状については、写真のとおり、線の外側は稲刈りの後、耕耘して残

し、将来的に埋め立てる予定でここのところ耕耘していないかなと思うの

で、現状はそうなっています。畑がなくなるということで、ここを畑にし

たいという希望らしいです。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、事務局、補足説明をお願いします。 

【主  事】  資料４－１の案内図をご覧ください。場所は、上郷地内の田です。申

請地の北は田、東は畑、西と南にはそれぞれ市道があるといった立地状況

です。現在の田の一部を畑として使用するため、農地造成工事の届出が提

出されました。 
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 資料４－２、一番左側の図をご覧ください。申請地の南側を幅５メート

ル程、市道５９号線に沿って現況からおよそ６５センチの盛土をする計画

です。申請地前面の道路からは５センチ低いような高さになります。北側

や東側の高低差についてですが、どちらも自分の田の中ですけれども、土

留めの構造物は設置せず、法面により処理することとしています。北側に

は同じ筆の田んぼの部分が残りますが、東側を筆の境界より１メートル下

がって法面をつくることとしているため、田んぼの排水には影響がない計

画となっているとのことです。土は土地所有者ご自身の畑から持ってくる

とのことです。場所は、資料４－１の地図で、左の端のほうに「土の搬入

元」と小さく書いてあるところ、そこの畑から持ってくるということで

す。特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご質問あ

りましたらお願いします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ご質問ないようですので、了承といたします。 

 １１ページに移ります。 

 （２）農業用施設用地に係る転用届出についてを議題といたします。 

 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いします。 

【主  事】  農地を転用する場合には、原則として県知事又は農林水産大臣の許可

を受けなければならないとされていますが、例外として、農地法施行規則

第３２号第１号において、耕作の事業を行う者が２アール未満の農地をそ

の者の農作物の育成のための農業用施設に供する場合は、許可不要と規定

されています。この例外に該当するものかどうかを届出により農業委員会

が確認するというものです。 

 受付番号１、申請地は本郷字■■■■■■■■、登記簿地目、畑、面積

は筆全体が■■■平米のうち、倉庫を置く部分、■■■■■平米、転用者

は杉久保北■■■■■■■■、■■■■、転用の目的は農業用倉庫、施設

の規模は68.08平米です。資料の番号は５で、申請地の地図の他に現地の

写真、土地利用計画図、農業用倉庫のパンフレットをお配りしています。 
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 以上でございます。 

【議  長】  それでは、この案件につきましては、杉久保の方が本郷で作業場を建

てるということなので、両方の地区委員からご意見をいただきたいと思い

ます。 

 まず、１９番委員、お願いします。 

【19番委員】  ２２日に見に行きましたが、杉久保地区で農業ということで、相続か

何かで自宅を処分して、移転してこちらに来るという計画らしいです。現

状は農業振興地域ですが、住宅としては杉久保からここのところまでずっ

と連たんしています。それで、３種農地ということで、農業用倉庫でもあ

るのでやむを得ないのかなというところです。 

【議  長】  それでは、杉久保の１８番委員からもご意見をお願いします。 

【18番委員】  今、１９番委員が申しましたけれども、やはり相続の問題で屋敷を手

放さなければならなくなった状態だと思います。田んぼも杉久保で耕作し

ていますが、物置を建てられる場所ではないので、たまたまと言ったら失

礼ですが、本郷に畑を２、３枚持っていまして、ここしか候補地がなかっ

たというのが正直なところです。農業用倉庫の転用ということですので、

許可が下りるのであれば、取りあえず家屋敷を全部取っ払いますが、その

前に田んぼも作っており、トラクターも田植機もコンバインもありますの

で、倉庫を先に建てさせてもらって、そこへ収納するという形で、あくま

でも今回の申請は、農業用倉庫の農転の申請ですので、よろしくお願いし

ます。 

【議  長】  事務局から補足説明をお願いしたいと思います。 

【主  事】  今、１８番委員からお話があったとおりと私どもも聞いています。資

料５－２の図面をご覧いただきたいと思います。今回提出のあった届出

は、農業用の倉庫を置きたいというだけの申請でございますが、資料５－

２では、建物も一緒に建てる、あと駐車場部分も整備するような形の絵が

出ています。申請者の■■さんは、相続に伴う整理のため、現在の住まい

を売却し、自宅をここへ移転させようと計画しているそうです。畑に家を

建てるには農地転用の許可を受けなければなりませんが、神奈川県農地課

では、現在、住宅を所有している場合には、自己住宅を新しく建築する農
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地転用許可を受け付けないという審査基準を持っています。現在の住宅を

売却するとなると、仮住まいに移ることになりますが、その前に農業用の

機械は届出により倉庫を先に使ってしまって、ここへ移させて欲しいとい

うことで、まず農業用倉庫を建てるというだけの申請が上がっています。

家を建てるということについては、もちろん農地転用の許可が必要ですの

で、また改めて農業委員会に掛かるということになるかと思います。よろ

しくお願いします。 

【議  長】  それでは、説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご意見、

ご質問ありましたらお願いします。 

 今、事務局からも説明がありましたけれども、この５－２の資料により

ますと、住宅をあたかも同時に建てるような図面が載っていますけれど

も、今、事務局から説明がありましたように、今回は農業用倉庫のみで申

請が出たということだけはご理解をいただきたいと思います。 

【２番委員】  ここに専用住宅の図面が出ているのですけれども、配置が。これをや

るからおかしくなる。これをやると開発行為になってくるから、いろいろ

な法律、都市計画上とか、建築基準法が絡んでくるので、農地法だけでや

るのだとしたら、この専用住宅のこの部分は消してもらって、物置だけ農

地に建てるのだという申請だけをしておいてもらわないと、今の状態では

我々が承認するわけにはいかない。さっきも事務局と打ち合わせしたので

すけれども、この専用住宅については後できちんと開発行為で家を建てる

場合には申請してもらうのであって、今回はこの部分を消しておいてくれ

と、そうすればこれは許可になるよという話をしましたので、その辺だけ

了承しておいてもらったほうがいいかと思います。 

【議  長】  今、２番委員からも話がありましたけれども、図面だけ見てしまうと

両方同時にやるようなというか、だから、専用住宅はないものというよう

な図面をご理解していただきまして、農業用倉庫のみが今回申請ですとい

うことで、ご理解をいただければと思っています。 

 ご意見ありましたらお願いしたいのですが。よろしいでしょうか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、了承といたします。 
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 次に、１２ページに移ります。 

 （３）農地の賃貸借情報について（報告）を案件といたします。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

【主 事】  平成２１年の農地法改正により、標準小作料制度が廃止され、標準小

作料に代わり、農業委員会が地域ごとの賃借料の動向の情報を提供するこ

ととなりました。この情報は、農業委員会だよりやホームページなどで公

開してまいります。 

 議案書１２ページをご覧ください。 

 海老名市農地賃借料情報、平成２７年１月から１２月までに締結（公

告）された賃貸借における１０アール当たりの賃借料水準は以下のとおり

となっております。 

 １、田（水稲）の部、平均額、8,500円、最高額、１万5,100円、最低

額、3,600円、データ数は２８件（７０筆）です。また、２、畑（普通

畑）の部、平均額、8,400円、最高額、１万１００円、最低額、5,000円、

データ数は、６件（７筆）になります。算出方法としましては、賃借権を

設定し、公告された田２９件、畑６件の１０アール当たりの賃借料のそれ

ぞれの平均値をまず算出いたしまして、この平均値から特別な事情の下で

貸借がされたと推測されるもの、具体的には、その平均値のプラスマイナ

ス７０％の範囲を超えるものを除いた賃借料によって算出しております。

田んぼ１件（１筆）がこの特別な事情の下で貸借されたと推測されるもの

に該当したため、それを除きました田２８件（７０筆）、畑６件（７筆）

の賃借料から算出したものがこの議案書に記載されております。水稲で現

物払いをしている場合には、玄米６０キログラム当たり9,000円に換算し

ています。換算に当たっては、ＪＡさがみ海老名営農センターのうるち米

の買い取り価格を用いております。賃借料の金額は、算出結果の１００円

未満を四捨五入しまして、１００円単位としております。 

 以上でございます。 

【議  長】  今、事務局から説明がありましたけれども、賃借料の情報でございま

すが、何かお聞きしたい、あるいはご質問、ご意見ありましたらお願いを

いたします。 
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        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、了承といたします。 

 １３ページに移ります。 

 議案書の１３ページから１６ページ、（４）農地転用届出による専決処

分についてを案件といたします。 

 農地法４条の６３番から６６番までの４件、それから、第５条、受付番

号７７から８６の１０件について、一括して事務局から提案説明をお願い

します。 

【主 事】  農地を転用する場合、転用目的で権利を設定、移転する場合には、原

則として県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければならない旨が規定

されていますが、市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て

転用する場合には、許可を要しないこととなっています。それを定めてい

るのが農地法第４条第１項第７号と、農地法第５条第１項第６号です。 

 議案書１３ページをご覧ください。農地法第４条第１項第７号の規定に

よる届出です。届出期間につきましては、平成２７年１２月１日から１２

月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号６３から６６までの

４件で、田、３０８平米、畑、７１９平米、合計、1,027平米です。 

 続きまして、議案書１４ページから１６ページまでをご覧ください。農

地法第５条第１項第６号の規定による届出です。届出期間につきまして

は、同じく平成２７年１２月１日から１２月３１日までの間に届出がされ

たものです。受付番号７７から８６までの１０件で、田、７７０平米、

畑、1,516.28平米、合計、2,286.28平米です。以上、これらにつきまし

て、専決処分で受理したことを報告いたします。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、今、事務局から、４条、５条についての説明がありまし

た。何かご意見ありましたらお願いします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ご意見ないようですので、了承といたします。 

 １７ページに移ります。 

 （５）農地法第３条の３第１項の規定による届出についてを案件といた



28

します。 

 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いします。 

【主 事】  相続など農地法の許可を要しない農地の権利取得につきまして、権利

を取得した者は農業委員会にその旨を届け出なければならないことになっ

ています。農業委員会としましては、耕作者のあっ旋希望があった場合の

み、現地調査をいたします。 

 議案書１７ページをご覧ください。受付番号１は、社家の■■■■■さ

んの死亡による相続です。受付番号１、権利を取得した者は社家■■■■

■、■■■■、権利を取得した日は平成２７年１月１２日、権利を取得し

た事由は相続、取得した権利は所有権、農業委員会によるあっ旋等の希望

は、なしです。届出に係わる土地の所在ですが、社家字■■■■■■、現

況地目、畑、台帳地目、畑、■■■■平米です。持分１０分の３です。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、説明が終わりました。これより質疑に入りたいと思いま

す。ご質問ありましたらお願いします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ご意見、ご質問ないようですので、了承といたします。 

 続きまして、受付番号２について、事務局から提案説明をお願いしま

す。 

【主 事】  受付番号２、こちらも同じく社家の■■■■■さんの死亡による相続

です。権利を取得した者は社家■■■■■、■■■■、権利を取得した日

は平成２７年１月１２日、権利を取得した事由は相続、取得した権利は所

有権、農業委員会によるあっ旋等の希望は、なしです。届出に係わる土地

の所在ですが、同じく社家字■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、

畑、■■■■平米、持分１０分の４です。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、説明が終わりました。質疑に入ります。ご意見ありました

らお願いします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、了承といたします。 
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 次に、７番、その他についてですけれども、皆さんから何かご意見あり

ましたらお願いします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ご意見ないようですので、事務局からありましたらお願いします。 

【主 事】  配付しております資料６をご覧ください。事前に送らせていただいた

資料の一番後ろに付いております。農地法第３０条に基づく農地の利用状

況調査（農地パトロール）結果を報告いたします。 

 農地法第３０条では、農業委員会は、年１回、その区域内にある農地の

利用状況についての調査を行わなければならないと定められており、これ

に基づいて平成２７年に行った調査の結果が、資料６－１及び６－２とな

ります。面積の合計ですが、１万9,459.82平米の土地を荒廃地として把握

いたしました。昨年は２万8,050.2平米でしたので、面積で言うと

8,590.38平米解消されたこととなります。荒廃農地の解消にご尽力いただ

き、誠にありがとうございました。また、今後、解消が見られなかった農

地の地権者へは、農地法第３２条の規定による農地の利用意向調査を行っ

てまいります。国で示されている調査票の様式を用いて、会える方には直

接お会いして聞き取りなどをしながら調査を進める予定でございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  パトロールの耕作放棄地といいますか、その指導について、今、事務

局から説明がありました。総面積にして１万9,000何がしと、これは近隣

の市町村と比べても少ないほうだと思いますけれども、事務局、経過等を

読みますと、不在があったり、なかなか聞いてももらえなかったりと書い

てありまして、非常にご苦労されたなと思いますが、何かご意見ありまし

たらお願いしたいと思います。 

【12番委員】  これはあえて報告か何かするのですか。私、上今泉の２件、現場を見

たところ、１件はきちんと刈ってありました。もう１件の綾瀬の方は、草

ぼうぼうで、ちょっと火を点ければという状態です。 

【議  長】  今、１２番委員から、その後、改善が見られたという話がありました

けれども、この表を作るのはいつ頃ですか。締め切りは。 

【主 事】  基本的には１２月３１日時点の結果をまとめまして、１月に表は作成
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しております。 

【議  長】  そうすると、それ以後という。 

【12番委員】  これが来てから見に行き、一応現地を確認しました。そうしたら、１

件はきれいに刈ってありました。もう１件は刈ってなかったです。だか

ら、これを見て、これを報告するのかどうかと思って、我々もパトロール

しましたから、ある程度の責任はあると思って、一応見に行きましたが、

その後ここに出てきたので。 

【議  長】  そうすると、これが１２月３１日現在の報告だと思いますが、その

後、改善が見られたという場合にはどうするかと。１２月３１日現在の報

告なので、申し出が、例えばその後各委員からこの表に載っているもので

改善が見られたといったらば、そういう意見が出れば、それはそれなりに

改善してもらうのは当然なのでね。改めて本人に改善が見られましたので

その連絡はする必要はないと思いますけどね。どうですか。 

【２番委員】  本郷の先程の■■さんの部分、■■■■平米はまだ解消されていない

から、このまま載っているということですね。 

【議  長】  借り手を探す約束をしたということだから、そういう表現になってい

ますね。 

【事務局長】  今、担当が１２月３１日現在ということでお話しさせていただきまし

た。実際は１月に入りまして、５日か６日ごろ、ここに載っているところ

は再度確認をさせていただいて、１２月３１日現在ということで、今、こ

の書類を作っております。今日、この表ですと下から３つ目の本郷のとこ

ろの場所につきましては、先程新規就農の■■さんにおいでいただいて、

この場所をこれから県の協力で、草等、整理して、できれば、今日の総会

で承認いただきましたので、２月１日で通知を出させていただいて、早

速、県に整地をしていただいて、なるべく早い時期から作付けをしたいと

いうことで、今予定してございます。 

【議  長】  先程１２番委員からご意見がありました。これを見ると、「１１月中に

草刈りをし、連絡をもらえることになった」と書いてありますけれども、

このことを言っているの。 

【12番委員】  そうです。 
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【議  長】  あとの２つについては１２月中旬にもう１度話をし、年内には解消さ

せるとのことだったが、１２月３１日時点では解消がなかったと。 

【12番委員】  今、現場を見に行きますと、きちんと刈ってあります。もう１箇所は

そのままです。 

【議  長】  それは事務局で確認していただきたいと思います。 

 何か他にご意見あるでしょうか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、本日の定例会、全ての案件が終了いたしました。 

 ２番委員から閉会の挨拶をお願いします。 

【２番委員】  大変慎重審議、ありがとうございました。平成２８年第１回海老名市

農業委員会定例総会を閉じさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

（終了 午後３時１０分） 


