
平成２８年第１２回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２８年１２月２１日

                           １３時３０分～１４時３５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１２回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２８年１２月２１日「平成２９年第１２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１３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 大矢 美知子 

 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54号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 日程第２ 議案第55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３ 議案第56号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

 日程第４ 議案第57号 農用地利用集積計画（案）について 

 日程第５ 議案第58号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針（案）について 

審議事項は次のとおりである。 

⑴  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、１３名でございます。農地利用最適化推進委
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員６名も全員出席をしていただいておりますので、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、10番委員と11番委員を指名いたしま

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。質問はございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  今のは報告でございますので、この程度にさせていただきたいと思い

ます。 

 本日、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。 

       （傍聴人入室） 

 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。 

 議案書６ページ、日程第１、議案第５４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】  農地法第５条では、農地を転用する場合、転用する目的で権利を設
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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１９、申請地は、上郷字■■■■■■■、登記簿地目、田、■

■■平米のうち■■■■■■平米です。現況は、市街化調整区域の畑で

す。転用者は、国分南■■■■■■■■■■■■、■■■■、土地所有者

は、上郷■■■■■、■■■■、持分２分の１、■■■■■、持分２分の

１、転用の目的は、自己住宅（農家住宅）、権利の種類は、使用貸借権の

設定です。現地の案内図は、資料１－１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、建物の平面図、立面図をお配り

しております。 

 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。２番委員。 

【２番委員】  転用ということですが、■■■■さんは、■■■■さんの長男という

ことです。今後、この方が後継者として■■さんの農業経営に携わるとい

う状態であります。現況につきましては、図面の資料１－２に見えますと

おり、かなり大きな住宅、住居部分、それから、隣には温室ハウス等を一

体とした区域内の中に■■さん、■■■さん名義の登記簿は田んぼになっ

ていますが、現況、畑なのですが、そこの部分の一部を経営主として■■

さんが農家住宅をつくりたいということで、使用貸借権の申請になってお

ります。私も近所で近く、時々■■さんについては、農業を手伝っている

のを見ていますので、特に問題なく、今後、農業の経営としても、また喜

ばしいことだと思いますので、よろしくご審議のほどお願いします。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  転用者である■■■■さんが、その父である■■■■さんと、祖母で

ある■■■■■さんの共有している土地を借りて農家住宅を建てるという

申請です。■■さんは、■■さんの農家世帯の後継者であるとともに、自

身も経営主として所有している農地を耕作し、農業経営を行っています。

現在はアパートに住んでいますが、所有している農地から遠く、不便であ

り、また、今後本格的に農業経営主として■■さんの世帯の農業の跡を継
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ぐということを考え、農家住宅を建てることにしたとのことです。農機具

は、実家の倉庫にあるものを共有しているとのことで、市街化区域等に適

地を所有しておらず、ほかに住宅を建築するのに適地がなかったというこ

とから、実家に隣接している当該地での申請に至ったそうです。 

 資料１－１をご覧ください。農地の立地基準は、第１種農地です。これ

は、おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にあること

から判断できます。第１種農地は、農地転用が原則許可できない農地の立

地区分ですが、今回の申請に関しましては、次の２つの理由から例外的に

立地基準を満たすものと考えられます。１つ目は、■■■■さん及び■■

さんの世帯の所有する土地に適地がないということ、また、２つ目は、第

１種農地の不許可の例外として、住宅その他申請にかかる土地の周辺の地

域において居住する者の日常生活または業務上必要な施設で、集落に接続

して設置されるものという項目があり、今回の農家住宅の計画はこれに当

てはまるものであること、以上、２つの点から、今回の申請は立地基準を

満たすものと考えられます。 

 次に、土地利用計画です。資料１－２をご覧ください。資料１－２は、

土地利用計画の平面図と断面図が一緒になった図面でございます。申請地

を転圧しまして、建築面積で73.50平米の住宅を建築します。図面は、上

が北になります。図面は、周囲の状況も含めてつくられておりますので、

実際に転用するという申請地の部分は、少し小さくなっております。申し

わけないのですけれども、ちょうど真ん中のあたり、斜線が引かれている

部分が建物をあらわしておりまして、その周囲が申請地ということになり

ます。土地の西隣は、実家の建物や倉庫などが建っている宅地、北隣は店

舗、東、南には畑が隣接しておりますが、隣接する農地とは高低差がない

ような土地になっておりまして、東側及び南側には、縁石による区切りを

する計画です。西側は宅地との境に、また、北側は店舗との境にそれぞれ

既存の擁壁があって、区切られております。また、申請地内の北側には、

現況の温室へ入るためのアスファルトの通路になっておりますが、住宅へ

転用する際は、その通路はそのまま残しまして、住宅へ入るための通路と

しての機能も持たせるとのことです。 
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 続きまして、排水の計画です。図面の右下に、これも小さくなってしま

って申しわけないのですけれども、凡例がついております。資料１－２の

右下のほうです。丸の中にバツが書いてあるような記号で、雨水浸透桝と

いうふうに文字で書いてあるような凡例があると思うのですけれども、こ

ちらの記号が雨水の浸透ますをあらわしておりまして、申請地、斜線が書

かれている付近を見ていただくと、真ん中のほうなのですけれども、４カ

所、この丸にバツが書かれているような記号が図面に書かれております。

雨水は敷地内に４カ所雨水浸透ますを設置しまして、敷地内で浸透処理を

するという計画になっております。汚水に関しましては、同じく斜線が書

いて、建物が示されている部分の、図面で言うと少し下のところ、南側の

ほうに四角と丸でそれぞれ記号が書いてありまして、文字で合併浄化槽で

すとか、浸透槽というふうに書かれております。敷地内に合併浄化槽及び

浸透槽を設置して、汚水は同じく宅地内で浸透処理をするという計画にな

っております。 

 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】  それでは、現地調査班長の意見をお伺いいたします。７番委員、お願

いいたします。 

【７番委員】  昨日、現地を確認したところ、現地は農地として利用されておりまし

た。周囲は全部自分の土地ということで、北側と西側のほうにブロックが

設置されておりまして、土砂の流出はないかと思われます。その点につき

まして、問題がないのではないかと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。質疑ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見もないようでございますので、採決に移らせていただ
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きたいと思います。 

 日程第１、議案第５４号、受付番号１９について、賛成の方の挙手を求

めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、日程第１、議案第５４、受付番号１９

につきましては、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書７ページ、日程第２、議案第５５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】  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。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。被相続人が老齢や病弱のた

め、住居及び生計を一にする親族に経営を移譲していた場合には、その被

相続人が死亡の日まで農業を営んでいた個人に該当するものとみなすこと

になっています。 

 議案書の７ページをご覧ください。受付番号６、被相続人は、高座郡寒

川町倉見■■■■■■、■■■■、相続開始年月日、平成２８年３月１１

日、申請人は、高座郡寒川町倉見■■■■■■、■■■、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、本郷字■■■■■■■、現況地目、田、市街化区域外、■■■平

米、農業振興地域内の田です。１２月１３日に事務局で現地確認をしたと

ころ、農地として適正に管理されておりました。また、補足説明をあわせ

てさせていただければと思うのですけれども、申請人は寒川町在住である

ため、寒川町農業委員会事務局へも聞き取りや文書での照会を行っており

ます。内容としまして、被相続人である■■■■さんの生前の農業経営の

状況ですが、農作業経験年数が７０年以上、農作業従事日数は、年間２７

０日、所有地、耕作地に、農地法違反や、荒廃地化しているような農地は

なく、機械は、耕耘機、田植機、コンバイン、トラクターを所有していた
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そうです。また、相続人である■■■さんの現在の農業経営の状況です

が、農作業経験年数は４０年、農作業従事日数は、年間３００日、同じく

所有地、耕作地に、農地法違反や荒廃地化している農地はなく、機械の所

有状況も、先ほどと同じでございます。また、■■さんは、寒川町に田を

■■■■■平米、畑を■■■■■平米所有しているほか、藤沢市にも畑を

■■■■■平米所有しており、こちらの海老名市の■■■平米と合わせ

て、合計で■■■■■平米耕作を行っている農家でございます。これらか

ら、この案件につきまして問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局からの説明が終わりました。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】  意見もないようでございますので、採決に移らせていただきます。 

 日程第２、議案第５５、受付番号６について、賛成の方の挙手を求めま

す。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、日程第２、議案第５５号、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８ページ、日程第３、議案第５６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２１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２１、被相続人は、国分南■■■■■■■■■、■■■■、相

続人は、国分南■■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行ってい

る期間は、平成２５年１月２９日から平成２８年１２月２１日までです。

特例農地等の明細ですが、国分南■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳
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地目、畑、市街化区域内、■■■平米、ほか７筆、議案書のとおりです。

１筆が生産緑地の畑、６筆が農業振興地域内の田畑で、田が■■■平米、

畑が■■■■■平米、合計で■■■■■平米です。事務局で１２月１３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】  事務局の説明が終わりました。質疑のある方。いらっしゃいません

か。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。ございませんね。 

        （「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から、日程第３、議案第５６

号、受付番号２１を採決を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、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書９、１０ページ、受付番号２２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２２、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２

５年１２月２６日から平成２８年１２月２１日までです。特例農地等の明

細ですが、中河内字■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、市街

化区域外、■■■平米、ほか２１筆、議案書のとおりです。全て農業振興

地域内の田畑で、田、■■■■■平米、畑、■■■■■平米、合計、■■

■■■■■平米です。事務局で１２月１３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】  事務局の説明が終わりました。質疑のある方。いらっしゃいません

ね。 

        （「なし」の声あり） 
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【議  長】  意見のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようでございますので、採決に移らせていただきます。 

 受付番号２２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２２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１１ページ、受付番号２３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２３、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１１月３０日から平成２８年１２月２１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４筆、議案書のとおりです。全て生産緑地

の畑で、合計、■■■■■■■■平米です。事務局で１２月１３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】  事務局から説明が終わりました。質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。ありませんね。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようでございますから、採決に移らせていただきます。 

 受付番号２３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２３については、承認とさ

せていただきます。 

 次に、議案書１２ページ、日程第４、議案第５７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。 

 議案書１２、１３ページ、受付番号２７から３２の６件について、一括
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で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。先月の

定例総会でもご説明をさせていただきましたが、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月末としておりま

す。既に貸し借りを行っている方が継続のため手続を行うことが多いた

め、１月１日から権利設定を行う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、継続の計画に関しましては、提案説明は議案書の

とおりと省略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。 

 早速ではございますが、議案書１２ページ、受付番号２７、２８は、継

続の計画ですので、説明は議案書のとおりとさせていただきます。 

 受付番号２９、借り手は、上郷■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、上郷■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は１筆で、上

郷字■■■■■■、現況地目、田、■■■平米です。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２９年１

月１日から平成３１年１２月３１日までの３年間です。農業振興地域内の

新規の計画です。 

 続きまして、議案書の１３ページです。受付番号３０、借り手は、上郷

■■■■■■■■、■■■■、貸し手は、上郷■■■■■■■■、■■■

■、貸し借りする農地は１筆で、上郷字■■■■■■■、現況地目、田、

■■■平米です。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２９年１月１日から平成３１年１２月３１日

までの３年間です。農業振興地域内の新規の計画です。 

 続きまして、受付番号３１、３２は、継続の計画ですので、説明は議案

書のとおりとさせていただきます。これらの案件につきまして、１２月１

３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
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した。また、借り手はいずれも市内の農家です。どの方も農用地利用集積

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、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。これにつきましては、受付番号２７か

ら３２の６件につきまして、一括で質疑を受けたいと思いますが、ござい

ますか。ございませんね。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見のある方。ありませんね。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号２７から３２の６件について、一括で採決をさせ

ていただきたいと思います。 

 この件につきまして、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、２７から３２の６件につきまして、

承認とさせていただきます。 

 続いて、議案書１４ページ、１５ページ、受付番号３３から３６の４件

についてでございますが、17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

退席をお願い申し上げます。 

        （17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３３、３４は、継続の計画ですので、説明は議案書のとおり

とさせていただきます。 

 議案書の１５ページです。受付番号３５も、継続の計画ですので、説明

は議案書のとおりとさせていただきます。 

 受付番号３６、借り手は、中野■■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、河原口■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は１筆で、中

野■■■■■■■■、現況地目、田、■■■平米です。貸し借りの種類

は、賃借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、平成２９年１
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月１日から平成３１年１２月３１日までの３年間、借賃は、年額5,000

円、借賃の支払い方法は、年末に現金一括払いするとのことです。農業振

興地域内の新規の計画です。これらの案件につきまして、１２月１３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、認定農業者です。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】  事務局の説明が終わりました。受付番号３３から３６の４件につきま

して、一括して質疑をお受けいたします。質疑のある方。いらっしゃいま

せんね。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見のある方。いらっしゃいませんね。 

        （「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３３から３６の４件につ

いて、一括で採決させていただきたいと思います。 

 この案件につきまして、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、３３から３６の４件につきまして、

承認とさせていただきます。 

 17番委員には自席に戻っていただきたいと思います。 

        （17番委員着席） 

 次に、議案書１６ページから２５ページ、受付番号３７から６０の２４

件について、一括で提案説明をお願いいたします。 

【議  長】  事務局、提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号３７、３８、３９は、継続の計画ですので、説明は議案書の

とおりとさせていただきます。 

 議案書の１７ページです。同じく受付番号４０、４１、４２も、継続の

計画となっておりますので、こちらも説明は議案書のとおりとさせていた

だきます。 
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 ページをめくっていただきまして、議案書１８ページです。受付番号４

３、借り手は、下今泉■■■■■■■■、■■■■、貸し手は、下今泉■

■■■■■■■、■■■■■、貸し借りする農地は１筆で、下今泉■■■

■■■■、現況地目、田、■■■平米です。貸し借りの種類は、賃借権の

設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、平成２９年１月１日から平

成３８年１２月３１日までの１０年間、借賃は、年額7,000円、借賃の支

払い方法は、年末に現金一括払いする計画です。農業振興地域内の新規の

計画です。 

 続きまして、受付番号４４、借り手は、下今泉■■■■■■■■、■■

■■、貸し手は、下今泉■■■■■■■■■、■■■、貸し借りする農地

は２筆で、下今泉■■■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、ほか１

筆、議案書のとおりです。貸し借りの種類は、賃借権の設定、利用目的

は、水田、貸し借りの期間は、平成２９年１月１日から平成３８年１２月

３１日までの１０年間、借賃は、２筆合計で年額１万3,400円、借賃の支

払い方法は、年末に現金一括払いする計画です。こちらも農業振興地域内

の新規の計画です。 

 続きまして、受付番号４５、借り手は、下今泉■■■■■■■■、■■

■■、貸し手は、下今泉■■■■■■■■、■■■■■、貸し借りする農

地は１筆で、下今泉■■■■■■■、現況地目、田、■■■平米です。貸

し借りの種類は、賃借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、

平成２９年１月１日から平成３８年１２月３１日までの１０年間、借賃

は、年額7,000円、借賃の支払い方法は、年末に現金一括払いする計画で

す。農業振興地域内の新規の計画です。 

 続きまして、議案書１９ページです。受付番号４６、借り手は、中河内

■■■■■■、■■■■、貸し手は、中河内■■■■■■、■■■■■、

貸し借りする農地は１１筆で、中河内字■■■■■■、現況地目、田、■

■■平米、ほか１０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２９年１月１日

から平成３１年１２月３１日までの３年間です。農振農用地区域内及び農

業振興地域内の新規の計画です。 
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 続きまして、受付番号４７は、継続の計画ですので、説明は議案書のと

おりとさせていただきます。 

 ページをめくっていただきまして、議案書の２０ページです。受付番号

４８、４９も、同じく継続の計画ですので、説明は議案書のとおりとさせ

ていただきます。 

 議案書２１ページ、受付番号５０、５１も、継続の計画となっておりま

す。説明は議案書のとおりとさせていただきます。 

 また、ページをめくっていただきまして、議案書の２２ページです。受

付番号５２、５３、５４も、継続の計画となっておりますので、説明は議

案書のとおりとさせていただきます。 

 議案書２３ページです。受付番号５５、借り手は、杉久保北■■■■■

■■、■■■■■■■■■■■■、代表取締役■■■■、貸し手は、中河

内■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は１筆で、中河内字■■■

■■■、現況地目、田、■■■平米です。貸し借りの種類は、賃借権の設

定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、平成２９年１月１日から平成

２９年１２月３１日までの１年間、借賃は、年額１万3,000円、借賃の支

払い方法は、年末に現金一括払いする計画です。農振農用地区域内の新規

の計画です。 

 続きまして、受付番号５６、借り手は、本郷■■■■■■、■■■■、

貸し手は、杉久保南■■■■■■■■、■■■■、相続人、杉久保南■■

■■■■■■、■■■■、杉久保南■■■■■■■■、■■■■、杉久保

南■■■■■■■、■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は１筆

で、中河内字■■■■■■■、現況地目、田、■■■平米です。貸し借り

の種類は、賃借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、平成２

９年１月１日から平成２９年１２月３１日までの１年間、借賃は、年額１

万円、借賃の支払い方法は、毎年５月までに現金一括払いする計画です。

農振農用地区域内の新規の計画です。 

 ページをめくっていただきまして、議案書２４ページです。受付番号５

７、借り手は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、貸し手は、綾瀬市小

園■■■■、■■■■、貸し借りする農地は３筆で、大谷字■■■■■■
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■■、現況地目、田、■■■平米、ほか２筆、議案書のとおりです。貸し

借りの種類は、賃借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、平

成２９年１月１日から平成３１年１２月３１日までの３年間、借賃は、３

筆で年額4,000円、借賃の支払い方法は、年末に現金一括払いするとのこ

とです。農振農用地区域内の新規の計画です。 

 続きまして、受付番号５８、５９は、継続の計画となっておりますの

で、説明は議案書のとおりとさせていただきます。 

 議案書２５ページです。受付番号６０も、継続の計画ですので、説明は

議案書のとおりとさせていただきます。 

 以上、これらの案件につきまして、１２月１３日及び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

手はいずれも農家です。どの方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、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。 

 受付番号３７から６０の一括にて質疑を受けさせていただきたいと思い

ますが、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。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  採決に入らさせていただきます。 

 受付番号３７から６０の２４件につきまして、一括にて採決をさせてい

ただきたいと思います。 

 この案件につきまして、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３７から６０の２４件につ

いて、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書２６ページ、日程第５、議案第５８号 農地等の利用の最

適化の推進に関する指針（案）についてを議題といたします。 
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 １１月２８日に農政小委員会が開催されました。海老名市の農地等の利

用の最適化の推進に関する指針について検討いたしましたので、農政小委

員会副委員長の９番委員より、経過説明をお願いいたします。 

【９番委員】  それでは、１１月２８日、平成２８年第４回海老名市農業委員会農政

小委員会を開催いたしました。資料のとおり、海老名市農業委員会「農地

等の利用の最適化の推進に関する指針」（案）についてまとめさせていた

だきました。内容につきましては事務局から説明をさせますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、事務局の説明を求めます。 

【事務局長】  それでは、資料２－１をお開きいただきたいと思います。海老名市農

業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」（案）についてご

説明をさせていただきます。 

 まず、４ページほど先に資料２－２がございます。そちらをあけていた

だけますでしょうか。資料２－２に、農業委員会等に関する法律（抜粋）

を掲載させていただいております。平成２８年４月の改正農業委員会法の

施行によりまして、下線部分でございます。法第６条第２号におきまし

て、農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に重点的に取り組むこと

が新たに追加をされております。 

 また、少し下のほうを見ていただくと、法第７条には、農地利用の最適

化の推進に関する目標と、その実現のための方法としまして、農地等の利

用の最適化の推進に関する指針を定めるということとなってございます。

また、その指針を公表することになっております。以上のことによりまし

て、１１月２８日開催の第４回農政小委員会におきまして、海老名市の農

地等の利用の最適化の推進に関する指針（案）を審議いただきましたの

で、その内容を報告させていただきます。 

 まず、指針の内容としましては、大きく１点目としましては、遊休農地

の発生防止・解消がございます。２つ目としましては、担い手への農地利

用の集積・集約化、３点目としましては、新規参入の促進ということで、

それぞれについて具体的な数値目標等を示すことになってございます。 
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 それでは、戻っていただきまして、資料２－１をご覧いただきまして、

説明をさせていただきます。 

 この指針につきましては、平成２８年９月８日付で、全国農業会議所か

ら参考例というものが出ておりますので、それをもとに作成をいたしてご

ざいます。 

 まず、資料２－１の第１ということで、基本的な考え方がございます。

こちらにつきましては、海老名市の地理的状況ですとか、農業の現状等を

記載してございます。第１の中段ぐらいに、課題というのがございます。

課題としましては、農家戸数の大半が自給的農家や第２種兼業農家であ

り、担い手自体が多くないこと、また、転用期待等から農地の資産的保有

傾向が強く、担い手への農地集積・集約化が進まない状況にあります。こ

のため、担い手の育成・確保や、新規参入の促進に加え、農地の流動性を

高め、利用権設定等促進事業ですとか、農地中間管理事業の推進によりま

して、農地利用の集積・集約化に取り組んでいく必要があるのではないか

というようなことでまとめさせていただいております。 

 なお、この指針につきましては、平成３５年度を目標としております

が、３年ごとの農業委員及び推進委員の改選期に検証・見直しを行いたい

と思ってございます。 

 また、単年度の具体的な活動につきましては、目標及びその達成に向け

た活動計画ということで定める予定でございます。 

 続きまして、下段のところに第２、具体的な目標と推進方法というのが

あります。まず、この中、先ほど申しましたとおり、３点ございますが、

まず、１点目の１として、遊休農地の発生防止・解消についてということ

でございます。（１）の遊休農地の解消目標についてでございます。こち

らに表が書いてございます。まず、ご存じのとおり、現状は、管内の農地

面積が546.9ヘクタール、遊休農地面積が1.9ヘクタール、遊休農地の割合

としましては0.35％という状況でございます。ことしも皆様にご協力いた

だきまして、農地パトロール等をしていただきました。その結果が、前回

の総会でご報告させていただきましたけれども、２８年の１１月現在とい

うことで、遊休農地は1.0ヘクタール、割合で0.18％ということになって
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ございますが、こういった数字でございます。目標としましては、こちら

に書いてありますとおり、平成３６年３月時点ということで掲げさせてい

ただいております。管内の農地面積につきましては、ここで中新田五丁目

で8.6ヘクタールほど、また、今進んでおりますけれども、中野の郵政の

物流の関係で４ヘクタールほど減少することが明らかになってございます

ので、管内の農地の推移としましては、こちらに掲載いたしましたような

推移が起こるのではないかと思ってございます。 

 あと、遊休農地の割合につきましては、現状、海老名市のほうは、皆様

のご協力によりまして、今年度は1.9、また、速報では、先ほど申しまし

たとおり、1.0ヘクタールということでございます。現状維持をして、少

し割合を減らせるような目標で、今回こういう形で定めさせていただいて

おります。 

 １枚めくっていただきまして、（２）として、今の目標を達成するため

の具体的な推進方法ということで、２点ほど掲げさせていただいておりま

す。まず１点が、農地の利用状況調査と利用意向調査の実施ということで

す。先日の農政小委員会の中でも、農地パトロールを日ごろから充実させ

るということが一番ではないかというようなご意見をいただいておりま

す。また、２点目としましては、農地利用の集積・集約化についてという

ことで、農業経営基盤強化促進法に基づきまして、農地の貸し借りを推進

して、遊休農地の発生防止・解消等を図っていければと思ってございま

す。また、利用意向調査等の結果を受けまして、農家さんの意向を踏まえ

た農地の利用関係の調整を行いたいと考えております。 

 続いて、同じ２ページの中段ほどに２として、担い手への農地利用の集

積・集約化でございます。まず、（１）の担い手への農地利用集積目標と

いうことで、先ほど会長からもありましたとおり、現状、担い手への集積

面積が88.6ヘクタール、全体のうち16.25％という形になっております。

集積面積の定義は、認定農業者の耕作地を指しています。認定農業者の自

作地、または利用集積等による借入地ということで、海老名市では現在、

88.6ヘクタールとなってございます。単年度の目標でも、年間約２ヘクタ

ールほど集積をできればという目標も立てておりますので、３６年３月と
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いうことで、表に掲げたような形で、少しずつ集積を図っていければと考

えております。 

 ちなみに国のほうは３６年３月には８０％を担い手に集積したいという

ことで、目標にしております。 

 続いて、（２）の集積・集約化をするための具体的な推進方法というこ

とで、３点掲げさせていただいております。まず１点目が、利用権設定等

促進事業、２点目としては、農地中間管理事業、３点目は、農地の所有者

等の確知することができない農地の取扱いということで掲げさせていただ

いております。 

 続いて、最後の３ページ目です。３点目としまして、新規参入の促進と

いうことで、まず（１）で、新規参入の促進目標でございます。こちら

は、現状につきましては、平成２５年度から２７年度までの新規参入の経

営体数を記入するということで、今現在、１件ございます。こちらにつき

ましては、平成２８年１月に新規就農していただいている方でございま

す。かながわ農業サポーターとして認定をされまして、現在、本郷の今ま

で荒廃農地だったところを新規就農していただいている方が１件ございま

す。こちらにつきましても、３年後に１経営体、続いて２経営体という形

で、新規参入を促進できればと思ってございます。 

 （２）の具体的な促進方法ということで、１つ目は、神奈川県ですと

か、さがみ農協等と連携して、農地のあっせんを検討できればと考えてご

ざいます。 

 ２点目としましては、農業委員または推進委員による新規参入のフォロ

ーアップ等をお願いできればと考えてございます。 

 あと参考に、先ほど申し上げましたとおり、一番最後のページに、資料

２－３ということで、これは横の表ですけれども、県内の市町村の農地面

積でしたり、遊休農地の関係、集積の関係、新規参入の関係、参考に資料

をつけさせていただいております。 

 説明は以上でございます。 

【議  長】  説明が終わりました。それでは、質疑を受けたいと思いますが、質疑

のある方、いらっしゃいませんか。 
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【７番委員】  事務局にお尋ねをしたいのですけれども、最後のページ、２－３なの

ですが、海老名の場合、農家戸数と農業者数が同じ数字なのですけれど

も、ほかの各市町村はばらばらになっているのですが、これはこの数字で

よろしいのでしょうか。 

【事務局長】  国の２０１５年農林業センサスの数字を記載しております。 

【議  長】  ７番委員、納得はしないね。 

【７番委員】  センサスということなのですけれども、ほかはみんな、どっちかがこ

うなっているけど、海老名だけが何で同じになっているのかなという、ち

ょっと疑問を感じただけです。 

【事務局長】  資料２－３の県下の農地面積等一覧表でございますけれども、表の一

番右側のところですね、農業者数と書いてございますが、正しくは「農業

就業者数」です。これは農林業センサスの調査結果を転記しているもので

す。偶然同じ数字となっていますが、センサスの結果そのままです。 

【議  長】  ７番委員、よろしゅうございますか。 

 ほかにございますか。 

【６番委員】  ３ページの３の（２）の②農業委員等によるフォローアップ活動とい

う項目で、「参入後のフォローアップに努める」ということなのですけれ

ども、この指針を受けて具体的な展開というのは、すぐイメージがあるの

ですか。 

【事務局長】  今現在、１名の方が新規就農していただいております。この方は県の

農業サポーター事業という制度で就農した方ですので、県のほうでも、就

業後１年間ぐらいは指導員を、アドバイスですとか、農業経営をするに当

たって何か相談したいようなことがあった場合に相談できるような方を、

指名しています。そういった形で相談を受けていただいたり、あと、時々

見ていただいて、何かアドバイスとかあれば、言っていただくような形に

なるかと思います。 

【６番委員】  じゃ、余りきちんとした役割という形が出てくるということではな

い。農業委員、推進委員。 

【事務局長】  新規就農したいという方に相談に乗っていただいたりですとか、実際

就農した後にアドバイスしていただくとか、そういった形になるかと思い
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ます。 

【議  長】  ほかに。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますので、それでは、意見のある方。ござい

ませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、採決に入らせていただきます。 

 農地等の利用の最適化の推進に関する指針につきまして、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、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書２７ページから３２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）農地転用届出による専決処分についてを案件とします。 

 農地法第４条の受付番号３０から３３の４件と、農地法第５条の受付番

号４１から５２の１２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、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２７ページ、２８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２８年１１月

１日から１１月３０日までの間に届出がされたものです。受付番号３０か

ら３３までの４件で、田、９９１平米、畑、1,463.74平米、合計、

2,454.74平米です。 

 続きまして、議案書の２９ページから、最後、３２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２８年１１月１日から１１月３０日までの間に届
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出がされたものです。受付番号４１から５２までの１２件で、田、1,368

平米、畑、5,852平米、合計、7,220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】  説明が終わりました。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、農地法第４条の受付番号３０から

３３の４件と、農地法第５条の受付番号４１から５２の１２件について、

一括して承認を求めたいと思いますが、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、承認とさせていただきます。 

 次に、７．その他について、委員の皆様から何かございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  事務局から何かありますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  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】  長い間、ありがとうございました。今年、１２月、最後の総会という

ことで、きょうはこれから終わった後、忘年会ということですので、ひと

つよろしくお願いします。 

 どうもご苦労さまでした。 

（終了 午後３時２５分） 


