
平成２８年第１１回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２８年１１月２５日

                           １３時３０分～１５時２５分

                 会  場    海老名市役所６階議員全員協議会室



 1

平成２８年第１１回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２８年１１月２５日「平成２８年第１１回海老名市農業委員会定例総会」を海老名

市議会全員協議会室に招集した。招集委員は１４名、応召委員は１２名で次のとおりであ

る。 

 1番 鈴木 守   2番 加藤 晃   3番 清水 澄雄  4番  

 5番 小島 冨士男  6番 平井 敬   7番 加藤 忠晴  8番 竹内 章人

 9番 尾上 富夫 10番 井出 彰  11番 木島 稔  12番 森 征男 

13番 齋藤 孝一 14番  

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。

15番 中山 勇  16番 塩脇 勉  17番 新戸 和夫 18番 守屋 福夫 

19番 宮台 孝治 20番 細川 英治 

事務局の出席は次のとおりである。

 事務局長 植松 正、管理係長 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48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49号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 日程第３ 議案第50号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

 日程第４ 議案第51号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

 日程第５ 議案第52号 農用地利用集積計画（案）について 

 日程第６ 議案第53号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

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  非農地証明書の証明願いによる専決処分について 
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⑷  農地の一時使用について 

⑸  農地の使用貸借権の解約について 

⑹  生産緑地の斡旋について 

⑺  農地転用届出による専決処分について 

会長が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 

【議  長】  ただいまの出席委員は１２名でございます。農地利用最適化推進委員

６名も全員出席しております。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項の規定により議事録署名人を指名

させていただきますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、８番委員、９番委員を指名させていただ

きます。 

        それでは、４．報告事項の３ページから５ページの（１）活動状況、

（２）農地の異動状況、（３）県許可の状況について、事務局から説明を

お願いいたします。 

【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】  報告が終了いたしました。ただいまの報告につきまして、何かご質問

等がありましたらお願いいたします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、報告ですから、この程度にさせていただきます。 

 本日は傍聴希望者がございます。傍聴につきましては、農業委員会会議

規則第１４条では、委員会の会議は公開とすると規定されておりますの

で、この規定に基づき傍聴の許可をしたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、傍聴を許可します。 

 傍聴人を入室させてください。 

 それでは、会議を進めたいと思います。 

 これより５の付議事項に入ります。 
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 議案書６ページ、日程第１、議案第４８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２６について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地法第３条では、農地または採草放牧地についての権利を移転、ま

た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２６、申請地は、上今泉■■■■■■■■■、台帳地目、畑、

現況地目、畑、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。譲受人は、

座間市入谷■■■■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、座間市入谷■

■■■■■■■■■■、■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、

経営規模拡大です。現地の案内図は、資料１をご覧ください。 

 続けて、補足説明をさせていただきます。 

 譲受人は、座間市の農家であるため、申請書のほかに、座間市農業委員

会が発行する耕作証明書を提出させています。また、事務局では座間市農

業委員会の事務局と、あと申請者本人へ直接聞き取り調査を行いました。

また、農機具の所有状況をご自宅で拝見してきました。それらから把握し

た情報を報告いたします。 

 譲受人の■■■■さんは、６２歳で、農家世帯としての状況は、■■さ

んと妻の■■さんの２人が農業従事者だそうです。経営主は、申請人の■

■■■さんです。■■■■さんの農業経験年数は３０年、農業従事日数

は、年間２００日、■■さんの妻の■■さんの農業経験年数は１０年、農

業従事日数は、年間１００日だそうです。■■さん世帯の現在の農業経営

面積は、座間市内の田が■■■■■平米、畑が■■■■■■■■平米で、

合計、■■■■■■■■平米です。海老名市内の耕作地は、現在ありませ

ん。機械は、トラクター１台、トラック１台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
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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。申請人の■■■■さんのご自宅か

ら、この所有権移転許可申請の申請地までは、車で５分ほどの距離にあり

ます。この畑では、タマネギやホウレンソウなどを作付すると聞いていま

す。そのほか、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】  事務局の説明が終わりました。現地調査班長の意見を伺います。16番

委員、お願いいたします。 

【16番委員】  昨日、４班のほうで現地調査をいたしました。上今泉の小田急の踏切

の近くで、家庭菜園のような形での耕作状況でした。農地として管理され

ておりましたので、特に問題はないのではないかと思います。 

 以上です。 

【議  長】  ありがとうございました。ただいま班長さんの説明がございました。

事務局から説明がありました。これに対しまして質疑のある方。ありませ

んか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見のある方。いらっしゃいませんね。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、採決をさせていただきたいと思いますが、この議案につき

まして、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、この議案につきましては、承認といた

します。 

 続きまして、受付番号２７について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  受付番号２７、申請地は、大谷字■■■■■■■■、台帳地目、田、

現況地目、田、■■■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。２筆と

も、農業振興地域内の田で、特に大谷字■■■の田は、農振農用地区域内
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です。譲受人は、国分北■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、国分北■

■■■■■■■■、■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、経営

規模拡大です。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、地区委員の意見をお伺いいたします。15番委員。 

【15番委員】  譲渡人、■■■さんはペンキ屋さんを長くやっていらっしゃいまし

た。お父さんも一緒にやっておられました。そのかたわら、農家をやって

いました。ただ、もう１０年ほど前から体を壊しまして、ほとんどやって

おりません。貸して耕作した状態です。■■■■さん、譲受人、これは■

■さんの奥さんの実家でございます。ほとんど畑なんですが、今の社家の

■■の少し近所に１反持っていまして、それを、近所で規模拡大というこ

とで、話が進んで、現状になったと思います。特には問題ないと思いま

す。 

【議  長】  ありがとうございました。それでは、事務局、補足説明をお願いいた

します。 

【主  事】  譲受人の■■■■さんの農家世帯としての状況は、■■さんと妻の■

■さん、■■さんの父の■■■■さんの３人が農業従事者だそうです。農

業経営主は、■■さんの父の■■さんです。申請人の■■■■さんの農業

経験年数は２０年、農業従事日数は、年間２００日、■■さんの妻の■■

さんの農業経験年数は１０年、農業従事日数は、年間３０日、■■さんの

父の■■さんの農業経験年数は７０年、農業従事日数は、年間１００日だ

そうです。■■さん世帯の現在の農業経営面積は、田が■■■平米、畑が

■■■■■■■■平米、合計、■■■■■■■■平米です。機械は、トラ

クター１台、耕耘機２台、田植機１台、トラック１台などを所有している

そうです。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。また、この申請地は、

２筆とも農用地利用集積計画によって、現在、別の耕作者へ賃借権が設定

され、耕作が行われている土地ですが、その貸し借りの終期がこの１２月

３１日です。農地の賃借権の終了後に実際の所有権移転を行い、その後、
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耕作は■■さんのところで行う意向であると聞いていることを申し添えま

す。 

 そのほか、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】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。16番委員。 

【16番委員】  ２つの土地ともに、周辺が全て農地です。作付もされておりまして、

農地としての問題はないと思われました。 

 以上です。 

【議  長】  ただいま説明が終わりました。質疑のある方。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようですから、採決をとらさせていただきます。 

 この案件につきまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、この議案につきましては、承認とさ

せていただきます。 

 続きまして、受付番号２８について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【事務局長】  それでは、次の受付番号２８から３２番までの５件につきましては、

関連がありますので、きょう、机の上にカラーの参考資料というのがある

かと思います。それをご覧になりながら、まず、全体像を説明させていた

だいた後、個別に説明させていただきます。 

 こちらの資料は、ことしの１０月３１日に、市のほうで記者会見を行っ

た資料でございます。市街地整備課の所管で、記者会見の資料でございま

す。海老名運動公園周辺地区土地区画整理事業の関係でございます。こち

らの事業につきましては、昨年、２７年の１２月の時点で、土地区画整

理、当時は準備会だったんですけれども、そこから市の農業委員会に対し
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まして、ここの区域の農地の取り扱いということで、意見を農業委員会の

ほうに求められております。それに対しまして、海老名市の農業委員会と

しましては、２点について回答した経緯がございます。そのときには、委

員がまだ前の委員でございましたので、その辺を先に説明させていただき

ます。 

 農業委員会のほうからとしましては、農地法に基づきます手続につい

て、市街化区域編入前に農地転用する場合には許可申請を、市街化区域編

入後に農地転用をする場合には届け出をそれぞれ行うこと、もう１点が、

周辺農地にかかわる営農条件に支障がないよう事業を施行するとともに、

支障が生じた場合には、事業主が責任を持ってその対応を行うことという

ことで、当時の土地区画整理組合設立準備会に回答したところでございま

す。 

 それで、資料をごらんいただきたいと思うんですけれども、今現在、こ

こに書いてございますとおり、１１月１日に土地区画整理組合の設立が認

可を県のほうからされております。面積的には約11.8ヘクタールというこ

とでございます。地権者の方は９６名、施行期間につきましては、平成２

８年度から３２年度にかけて行うということで、下に地図もございます。 

 めくっていただきまして、２ページのところです。８番にスケジュール

というのがございます。先ほど申し上げましたとおり、ことしの１１月１

日に、市街化区域に編入をされております。それとともに、組合設立の認

可が告示をされております。１１月２６日、あすですけれども、組合設立

総会が予定されております。２９年４月には造成工事の着手、２９年９月

には仮換地指定、３３年３月には事業完了というスケジュールでございま

す。 

 それで、こちらの区域内に、今現在、田が1.2ヘクタールぐらい、畑が

7.3ヘクタールほどございます。全体で8.5ヘクタールほど農地がございま

す。そこに農地をお持ちの方で、今後も農業経営をされたいという方がこ

の後、５件、今回出ておりますけれども、３条の許可の申請を受けるとい

うことで、手続が今許可申請がされております。個別につきましては、担

当のほうから説明させていただきます。 
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【主  事】  それでは、議案書６ページをご覧ください。受付番号２８、申請地

は、大谷字■■■■■■■、台帳地目、田、現況地目、田、■■■平米、

農振農用地区域内の田です。譲受人は、中新田■■■■■■■■、■■■

■、譲渡人は、大谷北■■■■■■■■、■■■■、権利の種類は、所有

権の移転、目的は、経営規模拡大です。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、地区委員の意見をお伺いいたします。６番委員。 

【６番委員】  この案件は、ただいまご紹介がありました、海老名運動公園周辺地区

区画整理事業、これに伴います代替地の取得ということでございます。取

得されます■■■■さんですが、ご本人、あと奥様及びお子様の３人で農

業従事しております。農業機械の所有状況といたしましては、耕耘機、田

植機、コンバインなどを所有しております。耕作面積は■■■■■平米で

あり、周辺地域の営農を阻害する要因はない旨のお話をいただきましたの

で、問題はないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  ただいま６番委員がおっしゃったとおりでございます。事務局からの

補足としては、農作業常時従事要件というところについて、申請人の■■

■■さんの農業経験年数は４４年、農業従事日数は、年間２５０日、奥様

の農業経験年数は３０年、農業従事日数は、年間６０日、お子さんの農業

経験年数は３年、農業従事日数は、年間６０日と聞いております。その部

分を補足させていただいて、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。そのほか、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】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。16番委員。 

【16番委員】  この農地は、集団的な農地の中にある水田です。適正に作付されてお



 9

り、農地としての問題はないと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようですので、採決をさせていただきたいと思います。 

 受付番号２８について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号２８については、承認とさ

せていただきます。 

 続きまして、受付番号２９について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  受付番号２９、申請地は、大谷字■■■■■■■、台帳地目、田、現

況地目、田、■■■平米です。農業振興地域内の田です。譲受人は、中新

田■■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、綾瀬市早川■■■■■■

■、■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大です。

現地の案内図は、資料４をご覧ください。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。６番委員。 

【６番委員】  この案件につきましても、区画整理事業に伴います代替地の取得とい

うことでございます。■■■■さんですが、ご本人と奥様と２人で農業従

事をされております。農業機械の所有状況といたしましては、耕耘機、田

植機、コンバイン等を所有しております。現在の耕作面積ですが、■■■

■■平米であり、地域農業集落の取り決めに従い、支障の出ないよう耕作

する旨の説明がありました。特に問題はないと思います。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  事務局からの補足としては、先ほどと同じで、農作業従事日数のとこ

ろについてのみです。申請人の■■■■さんの農業経験年数は２０年、農

業従事日数は、年間１５０日、奥様の農業経験年数は２０年、農業従事日
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数は、年間６０日だそうです。これらから、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。そのほか、

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】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。16番委員。 

【16番委員】  この場所は、中央農業高校の北側の集団的な農地の中にある田んぼで

す。状況としては適正に管理されており、問題はないと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号２９について、採決をさせていただきます。 

 受付番号２９につきまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員です。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書７ページ、受付番号３０について、事務局から提案

説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号３０、申請地は、大谷字■■■■■■■、台帳地目、田、現

況地目、田、■■■平米、農業振興地域内の田です。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、経営規模拡大です。現地

の案内図は、資料５をご覧ください。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。６番委員。 

【６番委員】  この案件は、受付番号２９と同じ方の内容でありまして、特に問題は

ございません。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 
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【主  事】  補足説明はございません。 

【議  長】  それでは、現地調査班長の意見をお伺いいたします。16番委員。 

【16番委員】  受付番号２９番の近くの田んぼです。適正に管理されており、農地と

しての問題はないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようですので、採決をさせていただきます。 

 受付番号３０につきまして、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号３０については、承認とさ

せていただきます。 

 続きまして、受付番号３１について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  受付番号３１、申請地は、中新田■■■■■■■、台帳地目、田、現

況地目、田、面積、■■■■■平米です。農業振興地域内の田です。譲受

人は、中新田■■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、河原口■■■■

■■■■■、■■■■■、持分４分の２、■■■■、持分４分の１、東京

都日野市平山■■■■■■■■■、■■■■、持分４分の１です。権利の

種類は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大です。現地の案内図は、資

料６をご覧ください。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見を求めます。６番委員。 

【６番委員】  この件につきましても、土地区画整理事業に伴います代替地の取得で

ございます。■■■■さんは、ご本人と奥様の２人で農業従事をしており

ます。農業機械の所有状況といたしましては、トラクター、耕耘機、田植

機、トラック等を所有しております。耕作面積は、■■■■■■■平米で

あり、地域農業集落の取り決めに従い、支障の出ないよう耕作を行う旨の
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お話がありましたので、問題ないと思います。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  申請人の■■■■さんの農業経験年数は３３年、農業従事日数は、年

間２００日、■■さんの奥様の農業経験年数は２５年、農業従事日数は、

年間２００日だそうです。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。そのほか、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】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。16番委員。 

【16番委員】  中新田小学校のすぐ南側にある田んぼです。ことしは休耕されている

ようですけれども、今後、所有者がかわって、適正に管理されるのではな

いかと思いますので、農地としては問題ないと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようでございますので、受付番号３１について、採決をさ

せていただきます。 

 受付番号３１について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号３１については、承認とさ

せていただきます。 

 続きまして、受付番号３２について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  受付番号３２、申請地は、中新田■■■■■■■■、台帳地目、田、

現況地目、畑、■■■平米、ほか２筆、議案書のとおりです。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
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転、目的は、経営規模拡大です。現地の案内図は、資料７をご覧くださ

い。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。６番委員。 

【６番委員】  この件につきましても、土地区画整理事業に伴います代替地の取得で

ございます。■■■■さんは、ご本人と奥様と２人で農業従事されており

ます。また、繁忙期には、短い期間ですけれども、お子様も動員されてい

るようです。農業機械の所有状況といたしましては、トラクター、耕耘

機、田植機、コンバイン等を所有しております。耕作面積は、■■■■■

平米であり、地域農業集落の取り決めに従い、支障の出ないよう耕作をす

る旨の説明がございましたので、特に問題はないと思います。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  農作業常時従事要件というところの補足をさせていただきます。申請

人の■■■■さんの農業経験年数は３０年、農業従事日数は、年間１００

日、奥様の農業経験年数は３０年、農業従事日数は、年間２５０日だそう

です。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。そのほか、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】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。16番委員。 

【16番委員】  中新田地区の集団的農地の端にある農地です。地目は田ですけれど

も、現況は畑として利用されています。ことし作付された形跡はありませ

んけれども、農地としての問題はないと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようでございますので、採決に入らせていただきます。 
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 受付番号３２につきまして、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号３２については、承認とさ

せていただきます。 

 次に、議案書８ページ、日程第２、議案第４９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いたします。 

 受付番号１７について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地法第５条では、農地を転用する目的で権利を設定、移転する場合

には、原則として県知事の許可を受けなければならない旨、規定されてい

ます。これは、優良な農地を確保して、農業生産力を維持し、農業経営の

安定を図ることを趣旨としたものです。 

 受付番号１７、申請地は、上今泉■■■■■■■■、登記簿地目、畑、

登記簿面積、■■■■■平米のうち、実測面積、■■■■■■■■平米で

す。現況は、市街化調整区域の畑です。転用者は、勝瀬１７５番地の１、

海老名市長内野優、土地所有者は、国分寺台■■■■■■■■■、■■■

■、転用の目的は、福祉施設、権利の種類は、所有権の移転です。現地の

案内図は、資料８－１をご覧ください。資料は、案内図のほかに、現地の

写真、土地利用計画図、排水計画図、造成計画平面図及び断面図、建物の

平面図及び立面図をお配りしております。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。７番委員。 

【７番委員】  現地は、家庭菜園の利用をされている土地で、また、利用者の方々の

承諾も得て、また、近隣の方々の承諾も得ているので、問題はないかと思

われます。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  海老名市が障害者福祉施設の建てかえに伴い、農地転用をしたいとい

う申請です。現在、申請地の北側に隣接している土地に、障害者第三デイ

サービスセンターあきばがありますが、事業拡大に伴い、建てかえを行い

たいとのことです。具体的には、市内の障害者数が増加傾向にあることを
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鑑み、２つのサービスを行い、定員４０名である現在の施設から、６つの

サービス及び定員１００名余りにまで事業を拡大するそうです。利用者の

増加に伴い、従事する職員の増員及び事務室の確保も必要と考え、現施設

とも隣接し、必要面積を確保できる当該地での申請に至ったそうです。な

お、現在の施設は、建てかえが完了した後には取り壊し、新しい障害者福

祉施設及び北部公園の利用者のための駐車場として整備をする計画がある

とのことです。 

 資料８－１をご覧ください。農地の立地区分は、第３種農地です。これ

は、市街化区域から住宅の用もしくは事業の用に供する施設または公共施

設もしくは公益的施設が連たんしていることから判断されます。第３種農

地は、農地転用が原則許可となる立地区分です。当該地は、市街化区域に

隣接しております。 

 次に、土地利用計画です。資料８－２をご覧ください。申請地は、農地

部分が■■■■■■■■平米、宅地部分も一体で転用を行いまして、合計

ですと■■■■■■■■平米、実測の面積で、障害者福祉施設にする計画

です。申請地全体を盛り土及び切り土し、部分的に透水性のアスファルト

舗装や、タイル舗装、コンクリートブロックを組み合わせ、れんが状のよ

うな形にしたインターロッキング舗装などを行い、敷地の中央部に障害者

福祉施設を建築するという計画です。図面は、右側が北になります。東西

が市道に面しており、東側、図面でいうと下側のほうには、５カ所、出入

りのための門扉を設けます。門扉を設置する箇所以外は、メッシュフェン

スやコンクリート擁壁などによって区切りがされます。また、西側からも

出入りができるようにするという計画になっております。南北はいずれも

宅地に隣接しており、南側、図面でいうと左側は、内側にメッシュフェン

ス、さらにその内側に縁石ブロックを設置します。北側も境界より内側に

縁石ブロックを設置し、区切りを行う計画です。 

 続きまして、排水計画です。資料８－３をご覧ください。雨水に関しま

しては、敷地内に集水ますを２基、また、浸透ますを１６基設置し、敷地

の東側、図面でいうと下側のところにある貯留浸透槽というところへ接続

し、敷地内で浸透処理をする計画です。また汚水に関しましては、東側の
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市道２００７号線に布設されている公共下水道へ接続して処理をする計画

です。 

 続きまして、土地の造成の計画です。資料８－４の平面図をご覧くださ

い。８－４の平面図では、赤が盛り土、黄色が切り土をあらわしていま

す。東側、図面の下側は、市道とフラットにするという計画で、北側のほ

うが現在は道路が高く、南側に行くにつれて低くなっているというような

地形ですが、場所に応じて道路と同じ高さになるよう、切り土、盛り土を

行うとのことです。全体としまして、計画では、東側から西側に向かって

少し傾斜がつくような形になっています。 

 資料８－５の断面図をご覧ください。断面図、上側のＸ断面図が敷地を

南北に、下側のＹ断面図が敷地を東西に切ったものになります。先ほども

申し上げましたとおり、南北は、縁石ブロックやメッシュフェンスを設置

します。また、Ｙ断面図の左側、東側の部分はメッシュフェンスを、西側

は市道のほうが高いような形になっております。 

 資料８－６には建物の平面図、８－７には建物の立面図がございますの

で、参考にご覧ください。 

 以上、転用が不確実とされる要因は確認できず、隣接する農地、周囲の

土地への被害防除策も図られていることから、転用やむなしと思われま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。16番委員。 

【16番委員】  地区委員の７番委員が言われたとおり、家庭菜園的な使われ方をして

いる農地です。申請地の周辺には農地はなく、宅地と道路に囲まれている

場所です。そのため、転用されたことによる周辺農地への悪影響は考えら

れません。市街化調整区域とはいえ、周囲は全て宅地化されており、ま

た、市が公共的な建物を建てる計画のため、転用はやむを得ないのではな

いかと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 
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【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、議案第４９号、受付番号１７について、採決をさせていた

だきます。 

 受付番号１７について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、議案第４９号、受付番号１７につい

ては、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号１８について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  受付番号１８、申請地は、上河内字■■■■■■■■、登記簿地目、

田、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりで、合計、■■■■■平米で

す。現況は、市街化調整区域、農業振興地域内の田です。一時転用するの

は、伊勢原市板戸■■■■■■■、■■■■■■■■、代表取締役■■

■、土地所有者は、河原口■■■■■■■■■、■■■■、持分３分の

１、河原口■■■■■■■■、■■■■、持分３分の１、河原口■■■■

■■■■■、■■■■■、持分３分の１です。客土し、田から畑にする計

画です。権利の種類は、使用貸借権の設定、期間は、１月末から半年間と

しています。現地の案内図は、資料９－１です。資料は、案内図のほか

に、現地の写真、土地利用計画図をお配りしています。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。19番委員。 

【19番委員】  この件については、私のところに、春ごろ、一時転用したいんだとい

う話をちらっといただきまして、夏に、遊休農地等の一斉パトロール、現

地調査がありましたときに、現地の状況を確認しており、今回もしており

ますが、数年前より、耕作はなされていなかった模様です。ただし、周囲

の状況等に関して、農地転用そのものについては問題ないと思われます。 

 ただ、１点だけ、私、地区委員の要望として言わさせていただけると、

上河内の南伸道路の木村歯科医院の西側のところに同じような条件がござ

いまして、問題にしたいのは、南側の田んぼに対する通水ですね、これ、
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平面図で言いますと、９－３の図面でいうと下側、ここに５０センチの幅

をあけて、のり面で通水を行うんだと、田んぼのそのままの状況でという

ことになっていますが、先月、事務局処理された私の地区の担当の案件で

すと、ここに一筆、補足させていただきました。というのは、適切に通水

を確保していただくことと。その結果として、のり面ではなくて、通水の

部分だけは５０センチ、せっかく隣地境界からあけるんですから、あけた

ところに土留めをして、のり面ですとどうしても崩れるおそれ等がありま

して、そういうことで、確保するのであれば、５０センチどうせあけるの

ならば、土留めのほうがいいのではないかということで、そういうふうに

処理させていただいたものですから、このままの条件に附則、お願いとい

うことをつけさせていただければと思います。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  地権者は、３名が共有で所有して管理している田の水はけが悪く、営

農条件を改善するために客土し、畑としたいという申請です。この転用許

可申請は、農地の改良工事を行おうとする農地の所有者の発意による転用

であり、農家が計画の主体となるもので、転用者は、工事施工者という立

場です。実際には、農地法４条の、自分の土地を自分で一時転用するとい

う性質を持つものですが、土砂の不法な投棄を防止する観点から、神奈川

県では、農地法第５条の許可申請をさせることにより、工事施工者を申請

人として転用事業にかかる法的責任を負わせています。許可基準のうち、

立地基準をご確認いただきたいと思います。 

 資料９－１をご覧ください。農地造成のための一時転用は、どの立地区

分でも可能ですが、本申請地の立地区分は、資料９－１の左下の記載があ

るとおり、第３種農地です。これは、水管、下水道管、またはガス管のう

ち２種類以上が埋設されている道路の沿道の区域であって、かつ、申請に

係る農地からおおむね５００メートル以内に２つ以上の教育施設、医療施

設、その他公共施設または公益的施設が存することから判断されるもので

す。北側に面している県道には、水道管と下水道管がそれぞれ布設されて

いて、また、申請地から５００メートル以内には、市立の上河内保育園、
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また、オアシス湘南病院があります。第３種農地は、農地転用が原則許可

となる立地の区分です。 

 次に、資料９－２と９－３をご覧ください。造成計画ですが、申請地の

田面から７０センチの盛り土をし、畑とする計画です。客土する土は、横

浜市の工事で発生する赤土だそうです。大谷地内にある■■■■■■■■

のストックヤードを経由して搬入するとのことです。その土については、

地質分析結果が添付されていましたが、環境庁の告示に基づく２８種類の

金属や化合物の検出測定値は、全て基準値以下となっていました。 

 資料９－３の平面図をご覧ください。図は、左側が北側です。申請地周

辺の状況ですが、北は県道、東は畑、西と南は田んぼです。資料９－１の

写真で見ていただくと、写真の左側のほうに植木の畑が見えると思いま

す。こちらが東側の畑でございます。そして、写真の右側のほうが西側の

田んぼでして、奥のほうが南側の田んぼです。写真は、手前の県道側から

撮っているといった状況です。 

 もう１度、資料９－３の平面図に戻っていただいて、北側の、資料だと

左側の県道側には、農業用水のＵ字溝が入っています。 

 実際の造成計画ですが、今度は造成計画断面の９－２をご覧ください。

Ａ－Ａ´断面は、東西方向の断面図です。現況の田面から７０センチの盛

り土をすると、東側の既存の畑とほぼ同じ高さになります。東側の境界部

分は、隣接地権者の承諾をとり、そのまま面で埋めてしまう計画となって

います。西側は、境界から５０センチ下がったところから３０度未満のの

り面をつくることとしています。５０センチ下がっているのは、先ほど19

番委員からご説明があったとおり、南側の田への用水のためにこのような

計画になっています。Ｂ－Ｂ´断面は、南北方向の断面図です。南側の境

界内側は、境界から３０センチ下がったところからのり面をつくる計画と

なっています。図面だと左側のほうです。図面の右側のほう、北側の境界

内側のところは、県の土地の中に農業用水路のＵ字溝が入っているので、

その内側、３０センチ下がったところからのり面をつくることとしていま

す。現況の田面と県道の面とは高低差が１メートル以上あるため、田面か

ら７０センチという今回の造成面は、県道よりは３０センチ程度低くなる
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高さになります。農地造成工事完了後には、露地野菜、トウモロコシやダ

イコン、ハクサイなどを作付するという営農計画書が提出されています。

転用が不確実とされる要因は確認できず、隣接する農地や農業施設、周囲

の土地への被害防除策も図られていることから、転用やむなしと思われま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。16番委員。 

【16番委員】  地区委員の19番委員が言われるとおり、ことしは耕作された形跡はな

い田です。この田を畑にしようとするもので、被害防除計画も計画されて

おります。田から畑への工事に伴う一時転用ですので、転用自体は問題な

いのではないかと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  質疑のある方。 

【議  長】  意見のある方。 

【19番委員】  先ほど申し上げましたけれども、なぜそういうことを言うかという

と、ほかでは、確かに先月の事務局処理の件については、面積が小さいの

で、５条の許可の扱いにはならなかったわけですが、内容的には、面積こ

そ違え、田から畑へ造成すると、そして、北側の田から南側の田への通水

を確保するということの条件は全く一緒ですので、前回のところで、結構

無理なお願いですけれども、のり面で現状の田の地面から排水をするとい

うだけだと、どうも将来的に不安があったので、そこに５０センチ下がっ

たところに何らかの土留めをしてほしいというお願いをして、処理させて

いただいたということを踏まえて、今回もそういうお願いができるんじゃ

ないか、できればそうしてほしいと、将来的に、そう思ったので、私のほ

うのお願いの意見として言わせさせていただきたい。だから、条件とし

て、将来にわたって通水を確保してほしいと、そういうふうにお願いして

いただきたいということでございます。 

【議  長】  ほかにございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見がないようでございましたら、採決に入らせていただきますが、
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今の19番委員の意見を附則事項として加えるということで採決をさせてい

ただきたいと思いますが、そういうやり方でよろしゅうございますか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議ないようでございますので、それでは採決をさせていただきま

す。 

 受付番号１８について、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号１８については、承認とさ

せていただきます。 

 次に、議案書９ページ、日程第３、議案第５０号 相続税の納税猶予に

関する適格者証明についてを議題といたします。 

 受付番号４ですが、15番委員が関係人として、農業委員会に関する法律

第３１条の議事参与の制限に該当しますので、本案件の審議終了まで退席

をお願いいたします。 

        （15番委員退席） 

【議  長】  事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  この証明書は、相続税の納税猶予の特例の適用を受けようとするとき

に税務署へ提出する書類の１つです。この特例を受ける相続人の要件は、

相続税の申告期限までに相続か遺贈により取得した農地等で農業経営を開

始し、その後も農業を継続すると認められる個人であること、被相続人の

要件は、死亡の日まで農業を営んでいた個人であることです。 

 議案書をご覧ください。受付番号４、被相続人は、国分南■■■■■■

■■、■■■■、相続開始年月日は、平成２８年６月６日、申請人は、国

分南■■■■■■■■、■■■、生年月日、■■■■■■■■■■、続柄

は、長男、職業は、農業です。特例農地等の明細ですが、社家字■■■■

■■■、現況地目、田、台帳地目、田、市街化調整区域、■■■平米、ほ

か３筆、議案書のとおりです。全て市街化調整区域、農業振興地域内の田

で、合計、■■■■■平米です。１１月１５日に事務局で現地確認をした

ところ、全ての筆において適正に農地として管理されておりました。ま

た、１月に作成した平成２８年の農家基本台帳では、■■■■さんは農家
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の経営主として登載されていました。特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようでございますので、採決をさせていただきます。 

 議案第５０号、受付番号４について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号４については、承認とさせ

ていただきます。 

 15番委員を入室させてください。 

        （15番委員着席） 

【議  長】  続きまして、議案書１０ページ、受付番号５について、事務局から提

案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号５、被相続人は、上今泉■■■■■■■■、■■■、相続人

は、上今泉■■■■■■■■、■■■、生年月日は、■■■■■■■■■

■、続柄は、長男、職業は、農業です。被相続人の相続開始年月日は、平

成２８年３月２７日です。特例農地等の明細ですが、上今泉字■■■■■

■■■、現況地目、田、台帳地目、田、市街化調整区域、■■■平米、ほ

か３筆、議案書のとおりです。全て市街化調整区域の農業振興地域内の田

で、合計、■■■■■平米です。１１月１５日に事務局で確認したとこ

ろ、全ての筆において適正に農地として管理されておりました。１月に作

成した平成２８年の農家台帳では、■■■さんは農家の経営主として登載

されていました。 

 提案説明は以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見を求めます。７番委員。 

【７番委員】  今、事務局からご説明がありましたとおり、お父様が亡くなり、息子

さんの■さんが引き続き農業をしていくということで話を聞いております

ので、問題はないかと思われます。 
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 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  補足説明はございません。 

【議  長】  事務局の補足説明はないようでございますから、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号５について、採決をさせていただきます。 

 受付番号５について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号５については、承認とさせ

ていただきます。 

 次に、議案書１１ページ、日程第４、議案第５１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。 

 受付番号１８について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【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１８、被相続人は、大谷北■■■■■■■■、■■■■、相続

人は、大谷北■■■■■■■■、■■■■■、引き続き農業を行っている

期間は、平成２５年１２月２６日から平成２８年１１月２５日までです。

特例農地等の明細ですが、大谷北■■■■■■■■■、現況地目、畑、台

帳地目、畑、市街化区域内、■■■■■平米、ほか１筆、議案書のとおり

です。全て市街化区域内、生産緑地の畑で、合計、■■■■■平米です。

事務局で１１月１５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】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 
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【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようですので、議案第５１号、受付番号１８については、

採決をさせていただきます。 

 これにつきまして、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号１８については、承認とさ

せていただきます。 

 続きまして、議案書１２ページ、受付番号１９について、事務局から提

案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号１９、被相続人は、社家■■■■■■、■■■■■、相続人

は、社家■■■■■■、■■■■■、引き続き農業を行っている期間は、

平成２５年１０月２６日から平成２８年１１月２５日までです。特例農地

等の明細ですが、社家字■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、

畑、市街化区域内、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりです。全て市

街化区域内、生産緑地の畑で、合計、■■■■■平米です。事務局で１１

月１５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】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようですので、受付番号１９についてを採決させていただ

きます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号１９については、承認とさ

せていただきます。 

 続きまして、議案書１３ページ、受付番号２０について、事務局から提
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案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号２０、被相続人は、本郷■■■■■、■■■、相続人は、本

郷■■■■■、■■■、引き続き農業を行っている期間は、平成２６年６

月２７日から平成２８年１１月２５日までです。特例農地等の明細です

が、本郷字■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、畑、市街化区域内、

■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりで、全て市街化区域内、生産緑地

の畑です。合計、■■■■■平米です。事務局で１１月１５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】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようですので、受付番号２０についてを採決をさせていた

だきます。 

 賛成の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号２０については、承認とさ

せていただきます。 

 次に、議案書１４ページ、日程第５、議案第５２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１５について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【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。海老名

市では、この貸し借りの期間につきまして、便宜上、全ての終期を１２月

末としています。この期限が迫っている旨のお知らせを１０月末に送付し
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ておりまして、既に貸し借りを行っている方が早目に継続のために手続を

行うことが多いため、１月１日からの権利設定を行う１１月及び１２月の

審議案件が毎年多くなっております。件数が多いため、提案説明は簡潔に

させていただきまして、そのほかは議案書のとおりとさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、提案説明をいたします。 

 受付番号１５、借り手は、中河内■■■■■■、■■■■、貸し手は、

国分北■■■■■■■■、■■■■、社家の田を３筆、賃借権により１年

間貸し借りを行います。そのほか、議案書のとおりです。事務局で１１月

１５日に現地を確認したところ、農地として適正に管理されていました。

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ます。特に問題はないと思われま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見もないようでございますので、議案第５２号、受付番

号１５についてを採決させていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号１５について、承認とさせ

ていただきます。 

 続いて、受付番号１６ですが、20番委員が関係人として農業委員会に関

する法律第３１条の議事参与の制限に該当しますので、本案件の審議終了

まで退席をお願いいたします。 

        （20番委員退席） 

【議  長】  事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号１６、借り手は、本郷■■■■■■、■■■■、貸し手は、
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本郷■■■■■■、■■■■、持分４分の３、■■■■、持分４分の１、

本郷の畑を１筆、使用貸借権の設定により３年間貸し借りを行います。そ

のほか、議案書のとおりです。事務局で１１月１５日に現地を確認したと

ころ、農地として適正に管理されていました。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

満たしております。特に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようですので、受付番号１６についてを採決させていただ

きます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号１６を承認とさせていただ

きます。 

 20番委員を入室させてください。 

        （20番委員着席） 

【議  長】  次に、議案書１４ページから１８ページ、受付番号１７から２６の１

０件について、一括で提案説明をお願いいたします。 

 事務局、提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号１７、借り手は、社家■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、国分南■■■■■■■■、■■■■、社家の田を６筆、貸借権の設定

により３年間貸し借りを行います。そのほか、議案書のとおりです。 

 続きまして、受付番号１８、借り手は、中新田■■■■■■■■、■■

■■、貸し手は、中新田■■■■■■■■、■■■■、持分２分の１、■

■■■■、持分２分の１、中新田の田を２筆、使用貸借権の設定により３

年間貸し借りを行います。そのほか、議案書のとおりです。 

 続きまして、受付番号１９、借り手は、社家■■■■■■■、■■■
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■、貸し手は、今里■■■■■■■■、■■■■、大谷の田を３筆、今里

の田を３筆、合計、６筆、使用貸借権の設定により５年間貸し借りを行い

ます。そのほか、議案書のとおりです。 

 続きまして、受付番号２０、借り手は、座間市相模が丘■■■■■■■

■■、■■■■、貸し手は、大谷北■■■■■■■■、■■■■、大谷の

畑を１筆、使用貸借権の設定により３年間貸し借りを行います。そのほ

か、議案書のとおりです。 

 ページをめくっていただきまして、受付番号２１、借り手は、座間市相

模が丘■■■■■■■■■、■■■■、貸し手は、厚木市栄町■■■■■

■■、■■■■、大谷の畑を１筆、使用貸借権の設定により３年間貸し借

りを行います。そのほか、議案書のとおりです。 

 続きまして、受付番号２２、借り手は、藤沢市亀井野■■■■■■■

■、■■■■、貸し手は、北海道釧路市双葉町■■■■、■■■■、本郷

の畑を１筆、賃借権の設定により３年間貸し借りを行います。そのほか、

議案書のとおりです。 

 続きまして、受付番号２３、借り手は、中新田■■■■■■■■■、■

■■■、貸し手は、中新田■■■■■■■■、■■■、大谷の田を１筆、

使用貸借権の設定により３年間貸し借りを行います。そのほか、議案書の

とおりです。 

 続きまして、１７ページです。受付番号２４、借り手は、本郷■■■■

■■、■■■、貸し手は、社家■■■■■■、■■■■■、社家の田を２

筆、使用貸借権の設定により５年間貸し借りを行います。そのほか、議案

書のとおりです。 

 続きまして、受付番号２５、借り手は、本郷■■■■■■、■■■、貸

し手は、本郷■■■■■■、■■■■、本郷の田を７筆、使用貸借権の設

定により１年間貸し借りを行います。そのほか、議案書のとおりです。 

 ページをめくっていただきまして、１８ページです。受付番号２６、借

り手は、中河内■■■■■■、■■■■、貸し手は、中河内■■■■■、

■■■、中河内の田を６筆、賃借権の設定により３年間貸し借りを行いま

す。そのほか、議案書のとおりです。 
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 以上、これらにつきまして、事務局で１１月１５日に現地を確認したと

ころ、農地として適正に管理されていました。また、いずれも、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ます。全て継続の計画でございまして、特

に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようですので、受付番号１７からら２６の１０件について

一括で採決させていただきたいと思います。 

 それでは、１７から２６の１０件について、賛成の方の挙手を求めま

す。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号１７から２６の１０件につ

いてを承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１９ページ、日程第６、議案第５３号 農地法第１８条第

６項の規定による通知書についてを議題といたします。 

 受付番号２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地の権利を設定、移転するときには、原則として農地法第３条に基

づき、農業委員会の許可を受けなければならないという決まりになってい

ますが、農地の賃貸借の解除をするとき、解約の申し入れをするとき、合

意による解約をするとき、賃貸借の更新をしない旨の通知をするときに

は、都道府県知事の許可を受けなければならないと定められています。こ

れが農地法第１８条の規定です。しかし、これには例外がございまして、

農地の賃貸借の合意による解約がその解約によって農地を引き渡すことと

なる期限の前６カ月以内に成立した合意で、その旨が書面で明らかなもの

に限っては、許可がなくても成立することとなっています。このときに

は、農業委員会にその旨を通知しなければならないと定められており、そ
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れを定めているのが、農地法第１８条第６項です。農地法第１８条第６項

の規定に基づき、農地の賃貸借の当事者について合意解約が行われた旨の

通知がありましたので、報告いたします。 

 議案書の１９ページをご覧ください。 

 受付番号２、届出地は、中野■■■■■■■■、現況地目、田、台帳地

目、田、■■■平米、貸し人は、河原口■■■■■■■■、■■■■、借

り人は、中野■■■■■■■■■、■■■、賃貸借の合意解約です。解約

の日は、平成２８年１１月３０日、土地の引き渡し日は、平成２８年１２

月１日です。事務局で１１月１５日に現地を確認したところ、現地は農地

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】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようでございますので、採決させていただきたいと思いま

す。 

 議案第５３号、受付番号２について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号２についてを承認とさせて

いただきます。 

 次に、議案書２０ページでございます。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案件といたします。 

 （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。 

 受付番号５について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地造成とは、農地の盛り土、切り土等によって農地等の形質を変更

することを言いますが、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け出をしていただくこと

としています。具体的には、1,000平米以下で高さ１メートル以下の盛り

土、切り土であって、かつ耕作の中断期間が３カ月未満のものについてで



31

ございます。 

 受付番号５、申請地は、中河内字■■■■■■■■、現況地目、田、台

帳地目、田、■■■■■平米のうち■■■平米です。市街化調整区域の田

です。土地所有者は、中河内■■■■番地、■■■■、施工業者は、中新

田■■■■■■■■■、■■■■■■■■、代表取締役■■■です。田か

ら畑への盛り土の届け出です。現地の案内及び写真は、資料１０－１にご

ざいます。また、資料１０－２には、工事の計画図をお配りしていますの

で、資料１０－２をご覧ください。 

 この地域では、水はけが悪く、特に今回、盛り土を計画している部分に

ついては、田としては使用できないほどとのことで、田面から４０センチ

盛り土して、畑として耕作したいとのことです。４０センチの盛り土で、

ちょうど隣接する市道とほぼ同じ高さになるような計画となっておりま

す。西側は、図面でいうと左側ですが、西側は水路を挟んで市道、南側も

市道、北側と東側は、自身の畑となっており、全方向３０度未満ののり面

で処理いたします。土は、自身の畑から搬入してくるとのことです。事務

局で１１月１５日に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。特に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。９番委員。 

【９番委員】  ここの土地は、今説明があったとおり、非常に水はけが悪くて、今ま

で耕作をされていなくて、除草しての管理ということですけれども、その

一部を盛り土して、そこを耕作したいということで、今回の申請が出たと

いうことでございます。ということで、直売所を経営されていまして、直

売所の近くの土をその土地に埋めるということで、ほかから土を搬入する

ということではなくて、自分のところの土地の土をそこへ搬入するという

ことでございますので、特に問題ないだろうというふうに思います。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。16番委員。 

【16番委員】  これは■■さんの所有地、自分のところから土を運んで造成するとい

うことで、周辺全て自分の農地ですので、特に問題はないと思われます。 
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 以上です。 

【議  長】  地区委員、それから、現地調査班の意見をお伺いいたしました。質疑

のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がないようでしたら、この案件につきましてご異議なしと認めさ

せていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、受付番号５については、承認とさせて

いただきます。 

 続きまして、受付番号６について、事務局から提案説明をお願いいたし

ます。 

【主  事】  受付番号６、申請地は、上郷字■■■■■■■、現況地目、田、台帳

地目、田、面積、■■■平米のうち■■■■■■平米、現況は、農業振興

地域内の田です。土地所有者は、上郷■■■■■■■■、■■■■、施工

業者は、杉久保北■■■■■■■■■、■■■■■■■■■■、代表取締

役■■■、改良内容は、田から畑への盛り土の届け出です。申請地の地図

は資料１１－１で、資料１１－２には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】  地区委員の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  この土地、田んぼなんですけれども、図面のとおり、前に１回、約５

メートルほど盛り土して、畑にしております。この土地につきましては、

１１－１の図面で、東に今点線で書いてあると思うんですが、ここの土地

は新設市道ができます。それとあと、東西の方向で現行の５９号線です

か、これがまた拡幅という状況が将来予定されております。その中の用地

として、前回、畑がなくなるということで、ここに５メートルほど盛り土

して、申請して許可されて、農地をつくったんですが、またここがかかる

ということで、この田んぼのほうに横に盛り土して、畑をふやすというこ

とです。この土地の土については、今、現行、新設市道をつくっておりま

すが、そこの田んぼをある程度削って、土が発生しますので、その土を使

うということで、施工業者の■■■■が、後ほど市の計画道路のあれで出
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てきますが、そこの会社がやるということで、特に問題ないと。また、田

んぼは半分程度まだ自分の所有地ということで、他に影響も与えないとい

うことで、問題ないと思います。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  ただいま２番委員がおっしゃったとおりでございます。この土地は既

に筆の一部が畑となっているような土地でしたが、その畑部分を拡張する

というような形です。資料１１－２でもう１度確認いただければと思いま

すが、現在、田んぼのうち幅５メートル分で畑となっていたところを、さ

らに４メートル５０センチ分伸ばすという計画でございます。高さは既存

の畑部分と同じ高さの計画です。田との境についてはのり面をつくる計画

で、のり面の角度は、市の造成工事の要綱に従って３０度未満、２９度と

計画されています。特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。16番委員。 

【16番委員】  現地は農地として適正に管理されている場所であります。３方が道

路、また、１方は自分の所有地ということで、問題はないのではないかと

思われます。 

 以上です。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようですので、この案件につきまして承認とさせていただ

きたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご異議なしということですので、受付番号６については、了承とさせ

ていただきます。 

 次に、議案書２１ページでございます。（２）農業用施設用地に係る転

用届出についてを案件といたします。 

 受付番号２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  この件について、最初に議案書の訂正のご案内をさせていただきたい

と思います。申しわけありません。議案書２１ページの「農地法施行規則
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第３２条第１号の規定による届出」と書いてあるところでございます。こ

れが農地法が改正される前はこれで正しかったんですけれども、改正され

た後、農地法施行規則第２９条第１号と今変わっていたのを見逃しており

まして、古い表記になっておりました。申しわけありません。農地法施行

規則第２９条第１号の規定による届出というところでございます。 

 農地を転用する場合には、原則として県知事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２９条第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

例外に該当する者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２、申請地は、門沢橋■■■■■■■■、登記簿地目、畑、面

積、■■■平米のうち■■■■■■平米、転用者は、門沢橋■■■■■■

■■■、■■■■、転用の目的は、農業用倉庫、施設の規模は、■■■■

■平米です。資料は、資料１２で、申請地の地図のほかに、現地の写真、

土地利用計画図、倉庫、建物の平面図と断面図をお配りしています。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。13番委員。 

【13番委員】  この方、■■さんは、そこの地図にも載ってございますけれども、ち

ょうど温室の北側に現状既に農業用の倉庫というか、置き場がございまし

た。私は近くですので、現地確認をいたしまして、そういうところを農業

用の倉庫として、そこにも載せてございますけれども、置き場として農作

物の加工、また、出荷のための準備というところで、置きたいという、そ

んな話がございました。そのため、そこの農業用の倉庫として許可するに

ついて、何ら問題ないと、かように思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  ただいま13番委員がおっしゃったとおりでございます。■■さんが所

有する畑の中に農業倉庫を設置したいという話がありました。２アール未

満の規模であったため、許可不要であると確認するものです。用途として
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は、資料１２－３に記載がありますが、農業用倉庫兼作業所として使用す

るということでございます。 

 資料１２－２をごらんいただければと思います。建物の建築面積として

は89.43平米です。その建物の土地として耕作しなくなる部分が■■■■

■■平米とのことで、届出を受け付けております。特に問題ないと思われ

ます。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますので、この受付番号について、このとお

りで承認をさせていただきたいと思いますが、異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、受付番号２については、了承とさせて

いただきます。 

 次に、議案書２２ページでございます。（３）非農地証明書の証明願い

による専決処分についてを案件といたします。 

 受付番号６について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地法は、現況主義をとっておりますが、登記簿上の地目が農地であ

りながら、現況は農地以外のものになっており、現況が農地法に規定する

農地に該当しないと認められる土地については、農業委員会が、農地法に

定める農地ではないという証明をすることができる規定があります。この

証明が、非農地証明です。非農地の定義は、農地に復元することが著しく

困難であること、転用後の年数が基本的に１０年以上であること、現在、

農地だったとしたときに、転用許可を受けることのできる立地や目的など

の条件であること、周辺の農地の営農条件に支障が生じていないことなど

の要件がありまして、全ての要件にかなっている場合にのみ証明を出すこ

とができます。 

 議案書をご覧ください。受付番号６、申請地は、中河内字■■■■■■

■■、登記簿地目、畑、面積、■■■平米です。申請者は、土地所有者で

すけれども、中河内■■■■■■、■■■■■、現在の状況ですが、農業
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用施設用地として使用されていました。現地の案内図及び写真は、資料１

３です。提出された経過書によると、本件土地は、平成２年６月に建築確

認を受け、生産した農産物の選果所兼販売所が建てられ、それ以降、その

敷地として筆の全部が使用され、現在に至っているとのことでした。当該

申請地は、農地転用の許可を受けた経緯がありません。１１月４日に、３

番委員、16番委員、20番委員と事務局職員とで現地確認に行き、現況は農

地として利用されておらず、農業用施設の敷地として利用されていること

を確認しました。また、平成２年の建物建築時の建築確認済書を確認し、

転用後の経過年数が１０年以上であることを客観的な資料からも確認して

おります。そのほかの要件も満たしていることを確認し、これらの状況か

ら、当該地は非農地に該当すると判断しました。平成２８年１１月１１日

に非農地である旨の証明書を発行しております。 

 以上、報告いたします。 

【議  長】  農地小委員会委員長、３番委員の意見を求めます。 

【３番委員】  この施設は、長年、直売所として使われておりまして、その建てかえ

ということでございますので、問題はないかというふうに思っておりま

す。よろしくお願いします。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がないようでございましたら、受付番号６について、承認とさせ

ていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、受付番号６については、承認とさせて

いただきます。 

 次に、議案書２３ページでございますが、（４）農地の一時使用につい

てを案件といたします。 

 受付番号６について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  本件は、公共工事に伴う農地の一時的な使用で許可不要案件としての

報告です。 

 受付番号６、申請地は、本郷字■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳



37

地目、畑、■■■■■平米のうち■■■平米、土地所有者は、本郷■■■

■番地、■■■■、土地の使用者は、国分北■■■■■■■■■、■■■

■■■■■、代表取締役■■■■、事業主は、勝瀬１７５番地の１、海老

名市長内野優、工事名は、公共下水道４０分区枝線工事（その４）、目的

は、資材置場として使用したいとのことです。使用期間は、平成２８年１

１月２６日から平成２９年２月２８日までです。資料１４－１に現地の案

内図と写真、１４－２に土地利用計画図及び被害防除の図面を配付してお

りますので、ご確認ください。 

 資料１４－２をごらんいただければと思うんですけれども、図が、左が

北ですが、申請地は、筆のうち北東側の区域で、東に隣接する畑■■■■

■からは約３メートル離して使用するとのことです。マンホール、管など

の資材、また、砕石や残土を一時的に置くような土地利用の計画です。近

隣への被害防除としては、現況の畑に土木シート及び鉄板を敷き、また、

周囲は単管とネットで柵を設置するとのことです。特に問題はないと思わ

れます。きょう、委員の皆様に了承していただきましたら、申請を受理い

たしまして、当事者へ受理した旨の通知を発送します。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。20番委員。 

【20番委員】  この畑は、北は道路で、西側は用水路、南側は永池川に囲まれてい

て、東の畑とは、資料１４－２のように、離れておりますので、特に資材

置場として一時使用は問題ないかと思います。 

 以上です。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がないようでございますので、それでは、受付番号６について

は、承認とさせていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、受付番号６については、異議なしということです

ので、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書２４ページ、受付番号２について、事務局から提案
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説明をお願いいたします。 

【主  事】  本件についても、資料の訂正がございます。申しわけありません。資

料１５－１をごらんいただければと思います。資料１５－１では、左下に

写真①がございまして、右上にも写真①がございます。右上の写真は、写

真②のつもりでございまして、間違えております。写真②に訂正していた

だければと思います。 

 それでは、議案書をご覧ください。議案書２４ページ、受付番号２（変

更）でございます。申請地は、上郷字■■■■■■■、台帳地目、田、■

■■平米、ほか８筆、議案書のとおりです。土地所有者は、上郷■■■■

■■■■、■■■■、ほか、議案書のとおりでございます。使用者は、杉

久保北■■■■■■■■■、■■■■■■■■■■、代表取締役■■■、

事業主は、勝瀬１７５番地の１、海老名市長内野優、工事名は、（仮称）

上郷河原口線仮囲設置工事、目的は、工事に伴う仮設ヤードとしてです。

使用期間は、平成２８年１２月１日から平成２９年２月２８日までです。

資料は１５で、現地の案内図と写真、土地利用計画図を配付しております

ので、ごらんいただければと思います。 

 この申請につきましては、第４回定例総会において、使用者が海老名

市、事業主も海老名市として審議いただき、了承していただいた件の追加

で報告をいただいたものでございます。市は、この１１月に実際に使用す

る業者の■■■■■■■■■■と契約しましたので、農地の一時使用の手

続上、業者名を報告していただいたものです。特に問題ないものと思われ

ます。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がないようでございましたら、受付番号２について、承認とさせ

ていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、受付番号２については、了承とさせて

いただきます。 
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 次に、議案書２５ページでございます。（５）農地の使用貸借権の解約

についてを案件といたします。 

 受付番号３について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地の使用貸借の期間途中の解約のときには、農業委員会に届出をし

ていただいています。今回、農業委員会で決定した農用地利用集積計画に

基づく農地の使用貸借について、解約したことの届けを受け付けましたの

で、報告いたします。 

 受付番号３、届出地は、中新田■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳

地目、畑、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。貸人は、中新田

■■■■■■■■、■■■■、借人は、中新田■■■■■■■■、■■■

■、農用地利用集積計画作成により行われていた畑の使用貸借の解約で

す。合意による解約を平成２８年１１月２０日付で行い、農地の引き渡し

も同日に行うという届出内容です。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がないようでございますので、受付番号３について、承認にご異

議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、受付番号３につきましては、承認とさ

せていただきます。 

 次に、議案書２６ページでございます。（６）生産緑地の斡旋について

を案件といたします。 

 生産緑地番号１５５について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  事】  生産緑地の買取申し出に対し、市長は、買い取らない場合、当該生産

緑地において、農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得できる

ようにあっせんすることに努めなければならないとされています。農業委

員会へこのあっせんの協力依頼が来ております。 

 議案書２６ページをご覧ください。生産緑地番号１５５、所在は、大谷

南■■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、畑、■■■■■平米で
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す。案内図と現地の写真は、資料１６をご覧ください。こちらの農地につ

きましては、２８年第９回定例総会におきまして、土地所有者の死亡とい

う事由によって、生産緑地の主たる従事者についての証明願が出され、証

明をすることと決定されました。１０月１３日付で市に対して、現在の土

地の所有者から生産緑地の買取の申し出がされましたが、市では買い取ら

ないということになり、市から農業委員会に対してあっせんの協力依頼が

来ています。あっせんにつきましては、ご自身でお考えいただき、また、

周囲、地区の方に情報提供していただきまして、もしご希望される方があ

るようでしたら、１２月２７日、火曜日までに事務局へご連絡くださるよ

うお願いいたします。その翌日の１２月２８日、水曜日には、都市計画課

へ報告いたします。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますので、この案件につきましては、了承と

させていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、この案件につきましては、了

承とさせていただきます。 

 次に、議案書２７、２８ページでございます。（７）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。 

 農地法第４条の受付番号２８、２９の２件と、農地法第５条の受付番号

３８から４０の３件について、一括して事務局から説明をお願いいたしま

す。 

【主  事】  農地を転用する場合、また、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。 

 議案書の２７ページは、農地法第４条第１項第７号の規定による届出で
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す。届出期間につきましては、平成２８年１０月１日から平成２８年１０

月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号２８と２９の２件

で、田はなく、畑が1,344平米、合計、1,344平米です。 

 続きまして、議案書２８ページをご覧ください。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２８年

１０月１日から１０月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号

３８から４０までの３件で、田はなく、畑が５８７平米、合計、５８７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】  ただいまの２８、２９の２件と、３８から４０の３件につきまして、

一括で質疑を受けます。質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますので、先ほど申し上げました、２８、２

９の２件と、３８から４０の３件について、一括して承認したいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、ただいまの２８、２９の２件

と、３８から４０の３件については、一括して承認とさせていただきま

す。 

 本日の案件は終了いたしました。傍聴人には、これにて退席をお願いい

たします。 

 次に、７．その他について、委員の皆様からございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、事務局から何かありますか。 

【主  事】  本日、机の上に追加で配付をしております資料１７－１と右側に書か

れた資料をご用意ください。Ａ３で２枚つづりになっている資料です。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）の結果を報

告いたします。 
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 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れ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２８年に行っていただいた調査の結果が資料１７－

１、それを地図へ落としたものが１７－２でございます。資料１７－１に

は、土地の所在や地権者の住所等のほか、これまで経過として指導を行っ

た記録等も記載しておりますので、こちらのほうに関しましては、お時間

があるときにご確認いただければと思います。 

 面積の合計でございますが、左下に、少し小さい字になってしまって申

しわけないのですけれども、面積の合計が書いてあります。１万308.82平

米の土地を平成２８年度は荒廃地として把握をいたしました。昨年に荒廃

地として把握した面積は１万9,459.82平米でございます。今年度の解消面

積は、例年と比べ特に多く、面積だけで見ると、昨年より9,151平米解消

されたということとなります。荒廃農地の解消にご尽力いただき、まこと

にありがとうございました。解消が見られなかった農地の地権者のうち、

今年度初めて解消が見られなかったという方につきましては、今月中に農

地法第３２条の規定による農地の利用意向調査を行い、昨年度から解消が

見られていないという方へは、引き続き指導を続けてまいります。 

 以上でございます。 

【議  長】  何か質問はありますか。報告ですから、この程度でよろしいですか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、この程度でよろしゅうございますか。 

 事務局、ほかに何かありますか。 

 ほかにないようでございますので、2番委員から閉会の挨拶をお願いい

たします。 

【2番委員】  きょうは長い間、多くの案件、ありがとうございました。大分寒くなり

ましたので、体のほうは十分注意してください。 

 では、どうもご苦労さまでした。 

（終了 午後３時２５分） 


