
平成２８年第２回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２８年２月２５日（木）

                           １３時３０分～１７時０５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２回海老名市農業委員会定例総会議事録 

  平成２８年２月２５日「平成２８年第２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 碓井 雅巳     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          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４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５号 農地法第３条の下限面積に代わる「別段の面積」の設定 

について 

 日程第３ 議案第６号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 日程第４ 議案第７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８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  農地転用届出による専決処分について 

⑵  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、１４番委員、１５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。 
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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。 

 それでは、５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４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５について、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５、申請地は、中新田■■■■■■■■、台帳地目、畑、現況

地目、畑、■■■平米、ほか７筆、議案書のとおりです。全て市街化調整

区域、農業振興地域内の畑で、合計、■■■■■■■平米です。譲受人

は、中新田■■■■■■■■、■■■、持分２分の１、■■■■、持分２

分の１、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

ごらんください。 

 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。８番委員、

お願いします。 

【８番委員】  これらの畑は、今現在進んでいます土地区画整理の進行中の１２ヘク

タールの中にあります。譲渡人の■■■さんがお母さんで、高齢であると

いうことから、■さん夫妻が世帯内贈与を受けるということです。畑のほ

うは、資料１－２の添付写真のとおり、今、野菜はないにしても管理され

ており、特に問題はないと思います。 

 以上です。 
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【議  長】  それでは、事務局、補足説明をお願いします。 

【主  事】  譲受人の■■■さん、■■さんは、夫婦の関係で、■さんと譲渡人の

■■■さんは、親子の関係です。農家世帯としての経営主は、■■■さん

だそうです。■■■■■さんの農家世帯としての状況は、■さんと妻の■

■さん、娘の■■さんと■さんの４人が農業従事者だそうです。■さんの

農作業経験年数は３５年、農業従事日数は、年間３００日、■さんの妻の

■■さんの農作業経験年数は３５年、農業従事日数は、年間２００日、娘

のお２人の農作業経験年数はともに２年、農作業従事日数は、ともに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、耕耘機２

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】  それでは、現地調査班の意見をいただきたいと思います。班長の18番

委員、お願いします。 

【18番委員】  昨日、現地調査してまいりました。地元の委員のおっしゃるとおり、

資料１－２の写真４枚ありますけれども、申請地の畑は、一応耕作してい

るというか、耕してありましたので、なおかつ世帯内贈与ということで、

問題ないと思います。 

【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。 

 受付番号５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。 
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 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しま

す。 

【主  事】  受付番号６、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、横浜市中区日本大通1番地、神奈川県知事、黒岩祐治、権

利の種類は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大です。市街化調整区

域、農業振興地域内の田です。現地の案内図は、資料２をごらんくださ

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が、地区委員

の18番委員は、現地調査班の班長さんでもありますので、あわせてご意見

をいただきたいと思います。 

【18番委員】  これは■■■さん、杉久保在住で、息子さんがいられて、２８年から

の農業委員に選出されている方です。永池川の拡張のために、今耕作して

いました田んぼが２枚ひっかかっていて、それの代替という形で多分購入

していると思うんです。１月２５日の定例会のときに、資料２のところ、

ちょっと見てもらいたいんですが、撮影と書いてあるところの田んぼが定

例総会に出ているんですね。皆さんの賛同を得まして、その続きというこ

とでありまして、経営規模拡大ということで、田んぼが減ったので買い足

したという形です。問題ないと思います。 

【議  長】  それでは、事務局、補足説明をお願いします。 

【主  事】  先月の説明と重複してしまいますが、説明させていただきます。 

 ■■さん世帯の農家世帯としての状況は、■さんが経営主です。世帯の

農業従事者者は、■さんと■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３００日、■さんの息子さんの■さんの農作業経験年数は４０

年、農業従事日数は、年間３５０日、■さんの息子の■さんの妻の■■さ

んの農作業経験年数は７年、農業従事日数は、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、耕耘機、田植
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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】  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。 

 受付番号６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。 

 ６ページに移ります。 

 受付番号７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７ですが、最初に議案書の訂正を案内させてください。■■

さんの耕作面積について訂正がございます。正しい数字が、■■■■■■

■■■平米です。申しわけありませんでした。 

 それでは、提案説明をさせていただきます。 

 受付番号７、申請地は、上郷字■■■■■■■、台帳地目、田、現況地

目、田、■■■平米、上今泉字■■■■■■■、台帳地目、田、現況地

目、田、■■■平米、どちらも市街化調整区域、農業振興地域内の田で

す。譲受人は、上郷■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、上郷■■■■

■■■、■■■■、■■■■、お２人の共有で、持分は、それぞれ議案書

にあるとおりです。権利の種類は、所有権の移転、目的は、世帯内贈与で

す。どちらも２人で共有している筆の持分のうち、■■■■さんが持って

いる分の全てを■■さんに贈与し、１人の所有としたいという申請です。

現地の案内図は、資料３－１、３－２をごらんください。 

 以上でございます。 
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【議  長】  それでは、地区委員の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】  今説明のとおりで、■■さんは、■■■■さんの長男ということで、

世帯内贈与ということです。随時必要に応じて農業の手伝いをしていると

いうことです。特に問題ないと思います。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いします。 

【主  事】  ■■さんの農家世帯としての状況は、■■さんと、父の■■さん、■

■さんの母の■■さん、■■さんの祖母の■■さんの４人が農業従事者だ

そうです。経営主は、父の■■さんです。■■さん世帯の農業従事の状況

ですが、■■さんの農作業経験年数は７年、農業従事日数は、年間６０

日、■■さんの父の■■さんの農業経験年数は４１年、農業従事日数は、

年間２００日です。■■さんの母の■■さんの農作業経験年数は１９年、

農業従事日数は、年間２００日です。■■さんの祖母の■■さんの農業経

験年数は６９年、農業従事日数は、年間２００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】  それでは、現地調査班、班長の18番委員より、ご意見をいただきたい

と思います。 

【18番委員】  同じく、きのう見てまいりました。資料３－１と２と２枚の写真を見

てもらえばわかるとおり、耕作もちゃんとしておりますし、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。ご質問が
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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７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。よって承認といたします。 

 続きまして、受付番号８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８、申請地は、上郷字■■■■■■■、台帳地目、田、現況

地目、田、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりです。市街化調整区

域、農業振興地域内の田で、合計、■■■■平米です。譲受人は、河原口

■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、上郷■■■■■■■■、■■■

■、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をごらんください。 

 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】  譲受人の■■■■さんは、しっかりした農業経営を行っており、地域

の模範となる方でございます。また、全ての農地を熱心に耕作、管理され

ていまして、経営規模を拡大しても問題なく、また、後継者もいらっしゃ

いますので、問題ないかと思います。 

 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】  ■■■さんの農家世帯としての状況は、■さんと、■さんの子の■さ

ん、■さんの妻の■■さんの３人が農業従事者だそうです。経営主は、■

■■■さんです。■さんの農作業経験年数は６９年、農業従事日数は、年

間３００日、■さんの子の■さんの農業経験年数は３３年、農業従事日数

は、年間６０日、■さんの妻の■■さんの農業経験年数は２０年、農業従

事日数は、年間６０日です。■■■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
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ター、耕耘機、田植機、コンバインを所有しています。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】  それでは、現地調査班、18番委員より、ご意見をいただきたいと思い

ます。 

【18番委員】  今、事務局の説明で問題ないということなんですが、ちょっと心配し

ているところが１カ所あるんです。これ、ごらんのとおり、資料４で、田

んぼが４枚が１枚になっているのですね。クロがあったわけですね。それ

を外して、１枚の田にしてあるのですが、水平がどんなふうにとれている

か、水を張っていないのでわからないのですが、周りの田んぼに影響がな

いのかどうか、それがちょっと気になるんですが。 

【10番委員】  地区委員ですけれども、下側の４００番台、３枚あるんですが、それ

が現在、私の農地なんですね。これが昨年ちょっと問題になりまして、ク

ロの問題ですね。私の田と隣接しておりますが、改善していただきまし

た。今、畦を二重にしていただいています。それとあと、道路のほうがや

はり排水の関係で、市道３０６号線ですか、この辺もちょっと影響が出る

ということで、これも市のほうで盛土をしていただきまして、きちっとな

った状況です。前、ほかの方が耕作されていたんですが、今般、今度は■

■■さんということで、しっかりした方がやられるということで、私は下

のほうの田の地主としては安心しております。 

 以上です。 

【議  長】  今、現地調査班のご意見の後、地区委員からの返答がありましたけれ

ども、ほかに何かお気づきの点がありましたら、ご意見として伺いたいと

思います。 

 10番委員は、この隣を持っているんですか。 

【10番委員】  下側ですね。３枚が私の水田です。 
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【議  長】  そうすると、今の話を聞いて、昨年、既にこの状態で、面的集積をし

た状態で、１年つくったと。 

【10番委員】  そうです。 

【議  長】  それで、二、三問題が出たと。 

【10番委員】  管理上の問題ですね。 

【議  長】  でも、それは一応解決をした。 

【10番委員】  解決するというか、今度の■■■さんですか、この方がしっかりした

方なので、よくやっていただける。この前、境界立ち会いを行いまして、

そのとき、本人と話をしまして、現状こうなっていますからよろしくお願

いしたいということ。快く了解いただきました。 

【議  長】  そうすると、去年の作付けについては、今、18番委員が言ったよう

な、ちょっと心配された状態だったと、そういうことですね。 

【10番委員】  そうですね。 

【議  長】  ことしの作付けについては、それはちゃんと近所に迷惑をかけないや

り方でやりますよと。 

【10番委員】  そういうことです。 

【２番委員】  きのう、現地調査をしまして、10番委員からそういうふうな話を私も

聞いていたのでね、現地でもその話が出ました。帰ってきてからいろいろ

また事務局で話したときに、10番委員に１回聞いてみようと。改善するな

ら、いい機会だから。今、10番委員から、そのような形の中で、改善に向

けて今度の人はきちっとやってくれるという希望的な観測がありました。

我々もそういうふうな面では非常に心配していたんですけれども、今の回

答を聞いて、安心しました。 

【10番委員】  私のほうも、■■■さん、よく承知していますので、丁寧な方なの

で、安心しております。 

【９番委員】  先日、説明があったときに、この話を私のほうからもしまして、了解

されておりますので、問題ないかと思います。 

【２番委員】  二重三重でやってもらえば大丈夫でしょう。 

【議  長】  ほかにご質問あるでしょうか。 

        （「なし」の声あり） 
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【議  長】  ないようですので、採決に入りたいと思います。 

 受付番号８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９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９、申請地は、上郷字■■■■■■、台帳地目、田、現況地

目、田、■■■平米、同■■■■、台帳地目、田、現況地目、田、■■■

平米、どちらも市街化調整区域、農業振興地域内の田です。譲受人は、群

馬県伊勢崎市羽黒町■■■■■■、■■■■、譲渡人は、上郷■■■■■

■■■、■■■■、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をごらんください。 

 少しだけ補足説明になるところですが、先に説明をさせていただきたい

と思います。今回の申請人の■■■■さんは、上郷の■■■さんの息子さ

んです。住所は違いますが、農繁期には海老名へ帰ってきて、両親の行う

農業経営に従事しているそうです。父の■■■さんの行っている農業に従

事する２親等内の親族です。 

 ここで本日追加配布した資料５－２をごらんいただきたいと思います。

Ａ４の横の資料で、丸が４つ書いてある、「農地法第３条の許可基準につ

いて」という資料です。農地法第３条の許可基準、個人が農地の権利を取

得する場合には、許可の基準は大きく４つです。１つ目は、全部効率利用

要件と呼んでいるもの、これは権利取得後に耕作すべき農地の全てを効率

的に利用して耕作を行うことができるかという要件です。２つ目は、農作

業常時従事要件と呼んでいるもの、これは権利取得後に耕作に必要な農作

業に常時従事するかどうかという要件です。３つ目は、下限面積要件と呼

んでいるもので、これは権利取得後に耕作面積が下限面積以上となるかど

うかという要件です。海老名市農業委員会では、この下限面積を４０アー

ルと定めています。４つ目は、地域との調和要件と呼んでいるもので、地

域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じる

おそれがないかどうかという要件です。そして、これらの基準は、全て権
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利を取得しようとする者、またはその世帯員等についての規定となってい

ます。平成２１年の農地法改正後より、住居及び生計を一にする親族が行

う耕作等の事業に従事するその他の２親等内の親族も、婚姻等により住居

または生計を異にしていても家族ぐるみで農業経営を行っている場合もあ

ることを踏まえ、世帯員等に含むとされています。申請人の■■■■さん

は、農業の経営主である■■■さんとは同居していませんが、農繁期には

海老名に戻り、実家の農業に従事していることから、その世帯員等として

見ることができます。この申請は、農家の世帯員等としての申請であるた

め、申請者の父である■■■さんの経営についても含めながら判断してい

ただきたいというところでございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員のご意見、10番委員よりお願いします。 

【10番委員】  今説明のとおり、■■さんにつきましては、現在、住所は群馬なんで

すが、この前も私はこの辺心配で、確認をとりましたのですが、圏央道な

んかも整備されまして、群馬から１時間ちょっとで来れるということで、

常時必要に応じて耕作の手伝いを家族でやっていますので、来るというこ

とで、特に問題ないと思います。また、今度取得される■■■、■■■の

土地の農道が今ありますが、農道の反対側の■■■■■と■■■■■、そ

れから、■■■ですか、この３枚が■■さんの現在の持分です。この田に

つきましては、今、海老名市が道路をこの境界につくっておりますので、

現行の水田、畝歩が減少するという状況に応じて、代替の希望があり、そ

の中での譲り受けということです。本人、■■さんにつきましても、あと

４、５年で定年ということで、後継者ということなので、こっちへ戻ると

いうことも聞いております。この状況から見て、特に問題ないと思われま

す。 

【議  長】  それでは、事務局、補足説明はありますか。 

【主  事】  ■■■■さんの実家の■■■さんの農業経営を確認させていただきま

す。■■■さんの農業経営では、農業従事者は３人だそうです。■■■さ

んと、妻の■■さん、そして、息子の■■さんが世帯員等を含めた農業従

事者だそうです。■さんの年間農業従事日数は３００日、農作業経験年数
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は６０年です。■さんの妻の■■さんの年間農業従事日数は１００日、農

業経験年数は５０年です。申請者の■■さんの農業従事日数は、年間３０

日、農業経験年数は３５年だそうです。農業経営体としての耕作面積は、

田が■■■■平米、畑が■■■平米、合計、■■■■平米です。稲作を主

体とした農業経営を行っているそうです。機械は、トラクター、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、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がないことを確認しています。

これらから、本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、班長の18番委員より、ご意見をお願いしま

す。 

【18番委員】  地元の10番委員のご説明があったところでございますが、資料５の田

んぼの絵を見てもらって、２枚が１枚になっているんですね。そういうふ

うに見えるんですが。クロが間にあったんじゃないかと。クロがないんで

すよね。これ、１枚の田んぼになっているんですね。先ほど出ました■■

■さんが購入した土地と同じ方が耕作していたもので、多少心配があるん

ですが、その辺どうなのかなと思って。それだけです。 

【議  長】  今、18番委員、調査班の班長から出ましたけれども、10番委員、何

か。 

【10番委員】  そのとおりなんです。実は持ち主の■■さんですか、これが頼んでい

た方と縁戚関係にありましたので、その方にお任せしていたということで

す。今度、■■さん、息子さんがやられるんですが、要は現実には、細か

いことは■■■さんがやられると思うんですが、田んぼも隣接しておりま

すので、特に作業的に問題ないので。今まで頼んでいた方は手を引くとい

う話は聞いております。 

 以上です。 

【議  長】  説明が終了しました。ただいまより質疑に入りたいと思います。ご質
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問、ご意見ありましたらお願いをいたします。 

 １つだけ。この■■■■さんの自作地の面積が■■■■というふうに載

っていますが、先ほど10番委員の話だと、その前に、約■反分の土地があ

るということだったんですけど、購入するものを含めて■■■■なんです

か。そちらはどうなんでしょうか。 

【主  事】  ■■さんの現在の農業経営体としての耕作面積は、10番委員から話が

あった申請地の東側、真ん前の■反を含め■■■■平米です。今回、■反

を新しく取得すると４０アール以上になるので、下限面積要件は満たされ

ているものと考えます。 

【議  長】  ほかにご質問あるでしょうか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、採決に移りたいと思います。 

 受付番号９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５号 農地法第３条の下限面積に代わる「別段の面

積」の設定についてを議題といたします。 

 事務局から提案説明をお願いします。 

【主  事】  農地法第３条の許可にかかる要件の１つに下限面積要件があります。

農地の権利を取得する者が権利取得後に耕作を行う面積は、一定の面積以

上でなければならないとするものです。農地法では、その面積は、原則５

０アールとされていますが、各農業委員会は、これにかわる別段の面積を

定めることができるとされています。海老名市では、５０アールにかわる

別段の面積を４０アールと定めていますが、これは毎年修正の必要性を審

議することとされています。このため、ことしの別段の面積の設定につい

て、次のとおり提案いたします。 

 提案、下限面積を３０アールとする。理由、平成２８年の農地台帳で

は、海老名市の農家で３０アール未満の農地を耕作している農家が全農家

数の４割を超えているため。 
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 続けて、補足説明をさせていただきます。農地法第３条に許可にかかる

下限面積要件について、海老名市農業委員会では、市内全域４０アールと

定め、運用しています。昨年もこの別段の面積について、設定または修正

の必要性を審議していただき、４０アールのままとすることとされまし

た。別段の面積の設定基準は、農地法施行規則第１７条に定められていま

す。議案書７ページの一番下に条文が記載してあります。資料６の右上に

も大きい文字で同じのが入っています。 

 別段の面積の基準を読み上げます。「一、設定区域は、自然的経済的条

件からみて営農条件がおおむね同一と認められる地域であること、二、農

業委員会が定めようとする別段の面積の単位はアールとし、その面積は十

アール以上であること、三、農業委員会が定めようとする別段の面積は、

設定区域内においてその定めようとする面積未満の農地又は採草放牧地を

耕作又は養畜の事業に供している者の数が、当該設定区域内において農地

又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供している者の総数のおおむね百

分の四十を下らないように算定されるものであること」、この３つが別段

の面積の基準です。 

 議案書７ページの表をごらんください。別段の面積の見直しの数値資料

です。海老名市の耕作面積別の農家数が表になっています。１０アールご

とに区切ってあります。一番上の海老名市全域という行をごらんくださ

い。平成２８年１月１日現在、農地台帳で把握している海老名市の総農家

数は、７９３戸です。耕作面積規模別農家数の部分ですが、海老名市全域

では、１０アール以上２０アール未満の農地を耕作している農家が１９５

戸、２０アール以上３０アール未満の農地を経営している農家が１２８

戸、３０アール以上４０アール未満が８５戸、４０アール以上５０アール

未満が６６戸、５０アール以上が３１９戸あります。合計農家数は１９５

足す１２８足す８５足す６６足す３１９で、７９３になります。これをグ

ラフにしたものが、資料６の左上の図です。 

 もう１度説明しますので、グラフをごらんいただきながら、確認をお願

いしたいと思います。 

 海老名市全域では、１０アール以上２０アール未満の農地を耕作してい
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る農家が１９５戸、２０アール以上３０アール未満が１２８戸、３０アー

ル以上４０アール未満が８５戸、４０アール以上５０アール未満が６６

戸、５０アール以上が３１９戸で、合計が７９３戸です。 

 次に、表に戻ります。表の真ん中あたり、議案書の表です。耕地面積規

模別農家数割合の欄を確認します。２０アール未満の農地を耕作している

農家数が市内農家全体の24.6％、３０アール未満の農地を耕作している農

家数が市内農家全体の40.7％、４０アール未満が51.5％、５０アール未満

が59.8％です。ここで注意したいのが、３０アール未満の農地を耕作して

いる農家数の割合、40.7％には、２０アール未満の農地を耕作している農

家の割合、24.6％が含まれています。累積の数字となっています。 

 このことをグラフでも確認したいと思います。資料６のグラフをごらん

ください。２０アール未満の農地を耕作している農家数が市内全体農家の

24.6％と表には入っていますが、こちらの表では小数点以下が四捨五入さ

れてしまっているんですが、１０アール以上２０アール未満というところ

に２５％と入っています。そこで整合性が確認できると思います。表で

は、３０アール未満の農地を耕作している農家数は全体の40.7％となって

いますが、グラフでは、１０アール以上２０アール未満の２５％と、２０

アール以上３０アール未満の１６％、これを足すと４１％になるので、こ

こで整合性が確認できると思います。表では、４０アール未満というとこ

ろでは51.5％と入っていますが、グラフで、２５％と１６％と１１％を足

していただくと、５２％になります。ここで整合性が確認できると思いま

す。ここまでが海老名の今の状況の確認です。 

 ここから別段の面積の検討についてですが、事務局では次のように考え

ました。旧海老名町の区域と旧有馬村の区域では、自然的経済的条件から

見て営農条件がおおむね同一であると考えました。また、田んぼが１反お

よそ１０アールであることから、それを単位とし、１０アール刻みの面積

区分を用いる必要があると考えています。すると、耕作面積が現在の下限

面積である４０アール未満である海老名市の農家数の割合は51.5％です。

表の４０アール未満の欄にも51.5％と入っています。グラフでは４０アー

ル未満ですので、２５％足す１６％足す１１％足す８％で、５２％となり
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ます。この51.5％は、１００分の４０を下らないという基準を満たすもの

になっています。これを１０アール下げ、下限面積を３０アールに変更し

ようとすると、耕作面積が３０アール未満である農家数の割合が40.7％で

あるため、これも１００分の４０を下らないという基準を満たします。昨

年は、この耕作面積が３０アール未満である農家数の割合は38.8％でした

ので、１００分の４０を下らないという基準を満たさなかったのですが、

平成２８年の情報では40.7％、これは１００分の４０を下らないという基

準にかなう数字です。農地法第３条の審査基準のうち、下限面積要件は、

農地等の権利を農業生産性の低い零細農家に取得させることが農業政策上

好ましくないことから設けられている基準ですが、これは全国一律ではな

く、地域の農業事情の差に応じて農業委員会に定める権限が与えられてい

るものです。耕作面積が大きくない農家数の割合がふえている海老名市の

状況から、下限面積を改め、３０アールとすることを提案いたします。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、今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。 

 大変わかりにくいというわけではないんですけれども、昨年までは４０

アールが下限面積であった、ことしから下限面積が３０アールになるとい

う、ざっとそういう話でございますけれども、何かご質問ないようでした

ら、採決に入りたいと思います。 

【６番委員】  確認なんですが、１つだけ。これは農家台帳の自作地の割合と考えて

よろしいんですか。それとも、借地も含めているのかどうか。転用等の所

有権移転のときは、所有地という、自作地ということになると思うんです

けれども、そこの兼ね合いをちょっと教えていただきたいと思います。 

【主  事】  この表でしたりグラフでまとめました耕作面積については、適法な貸

し借りは全て反映されているものでございます。自作地に限らず、借りて

やっている、貸しているというところも含めたもので、数字が出ていま

す。 

【６番委員】  借りているという条件は入っている。 

【主  事】  そうです。たくさん借りていられる方は大きいほうに区分されていま
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す。 

【６番委員】  自作地プラス借りているものも含めた農家台帳分の比率ですというこ

とですね。 

【主  事】  そうです。 

【２番委員】  それは利用集積をしているやつに限るということだよね。 

【主  事】  利用集積と、あと、昔の制度、農地法３条でやっていられる方もいら

っしゃるので、それも入っています。 

【２番委員】  小作地。 

【主  事】  たくさん所有はされているけど、ほとんどどなたかに貸していられる

という方は、少ないほうに区分して入れてあります。 

【６番委員】  要は自作地プラス法律上認められている耕作権がついた借地というこ

とですね。 

【主  事】  はい。 

【６番委員】  わかりました。 

【議  長】  ということは、これから利用集積等が進んで、担い手にどんどん農地

が集約されるということになっていくと、どういう結果になるかというこ

とですよ。３０アールが、小さい面積しか持っていない人がどんどんふえ

ていっちゃうわけでしょう。貸すということは、大面積をやっている人は

ふえるけれども、小面積の人の数もこの中に反映されるわけですよね。ど

ういうことになるのかな。 

【６番委員】  多分そうだと思います。少ない農家さんも数多くなると。ただ、それ

はいいんですけれども、あと、所有権移転の基準に使われていますから、

例えば３０アールで、今度、だから、２反持っていて、あと１反買いたい

ということもできる、そういうことですよね。 

【議  長】  だんだん小さい所有地を持っている人も農地が買えると、そういうこ

とですね。 

【２番委員】  取得に関してね。 

【６番委員】  そうそう、その条件を聞きたかった。 

【議  長】  ほかにご質問あるでしょうか。 

        （「なし」の声あり） 
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【議  長】  ないようですので、採決に移りたいと思います。 

 下限面積を３０アールに変更するということに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、承認されました。 

【２番委員】  これは４月１日から？ いつから。 ３０アール。 

【議  長】  告示後でしょう。 

【２番委員】  農業委員会が認めて、告示するのはいつからということでしょう。そ

れでいつからということ。 

【議  長】  いつ告示するかということ。２月の農業委員会で例えば承認されたと

いうことであれば。 

【事務局長】  ３月１日からというのは可能です。 

【２番委員】  ただ、告示義務があるから、告示しないとそれが実効しない。 

【事務局長】  効力が発生しません。 

【２番委員】  効力が発生しないから、だから、そのめどをいつからということで。 

【議  長】  ４月１日でいいと思いますよ。新しい年度ということで。 

【２番委員】  そのほうが。 

【議  長】  わかりやすい。 

 それでは、次に移ります。 

 議案書の８ページ、日程第３、議案第６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１、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、登記簿地目、畑、

■■■平米、同■■■■■■、登記簿地目、畑、■■■平米、現況は、市

街化調整区域の畑です。転用者は、本郷■■■■■■、■■■■、土地所

有者は、■■■■■■のほうが、本郷■■■■■■、■■■■■■、■■
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■■■■のほうが、本郷■■■■■■、■■■■■■、持分３分の１、■

■■■、持分３分の１、本郷■■■■■■■■、■■■■、持分３分の

１、転用の目的は、自己住宅（農家住宅）、権利の種類は、所有権の移転

です。現地の案内図は、資料７－１です。資料は、案内図のほかに、現地

の写真、土地利用計画図、平面図、断面図、建物の平面図、立面図などを

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。19番委員、

お願いします。 

【19番委員】  ■■さんは、目久尻川の用田橋の淵に家があるんだけれども、あそこ

が高座３町の施設組合の公園ができるということで、新幹線が通ってい

る、それから北側に。現在、そこの住宅を立ち退きしてほしいということ

で話が持ち上がったことで、それの農家住宅の移転ということで上がって

きたことなんです。もともとは市の事業の一環でこういう形になったとい

うことです。 

 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】  ■■■■さんは、本郷■■■■■■、藤沢境の用田橋のたもとあたり

に現在お住まいでいらっしゃいますが、高座清掃施設組合が行う公園整備

事業に伴い、■■さんの自宅が収用されることとなったそうです。このた

め、移転を余儀なくされており、同じ集落内に移転したいという強い希望

から、この農地転用許可申請がありました。■■■■さんは、耕作面積が

１０アール以上の市内の農家です。資料７－１の左下にも記載があります

が、申請地は、近隣に市街化の指標がなく、１０ヘクタール以上の規模の

一団の農地の区域内にあるため、立地の基準としては第１種農地と判断で

きるところです。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。理由の１つ目は、■■さん世帯の所有する土地

に適地はないこと、理由の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



20

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、この

２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、資料７－２をごらんください。土地利用計画ですが、敷地全体を

整地した後、敷地北側に木造２階建ての住宅を、敷地南側に休憩場をそれ

ぞれ新築する計画です。敷地の東側の道路から出入りをしますが、その出

入りする部分以外は、全て境界にコンクリートブロック３段積みと、高さ

１メートル程度のフェンスを設置し、敷地は囲われます。敷地中央部は庭

にする計画です。 

 資料７－４をごらんください。７－４については、一部数字の間違いが

ありましたので、今日差しかえのものを改めてお配りしています。資料７

－４は、土地利用計画図の断面図です。現況が破線で書いてありまして、

その上の実線が計画です。現況から２０センチ程度の盛土をし、敷地を整

地します。道路からの出入り口についてはスロープとし、出入り口以外に

はコンクリートブロック３段積みの土どめを設置します。このことから、

土砂の流出や崩壊のおそれはないものと考えられます。 

 資料７－２に戻ってごらんください。汚水、雑排水は、合併浄化槽を設

置し、敷地内で浸透処理することとしています。雨水排水は、雨水トレン

チを設置し、宅地内浸透処理をすることとしています。 

 資料７－５から７－８までは、住宅建物の平面図と立面図があります。

資料７－５、７－６をごらんください。木造２階建て、延べ床面積216.13

平米の戸建て住宅です。こちらには■■さん世帯の夫婦２人と、娘さん世

帯の３人、息子さん世帯の４人、合わせて３世帯９人で住む計画だそうで

す。現在、■■さんは、娘さん世帯と５人で住んでいますが、この引っ越

しを機に長男世帯も一緒に住むこととし、３世帯で住む計画です。図面で

も、複数の世帯が同居する計画になっていることが確認できます。本件

は、農家住宅として都市計画法の開発許可は不要となるものですが、厚木

土木事務所東部センターの担当によると、複数世帯の同居する住宅であっ

ても、農業者とその推定相続人の世帯が同居するものであれば、農家住宅

として戸建ての扱いをするとのことですので、３世帯で住む計画は特に問
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題ないものと思われます。 

 また、資料７－９、７－１０には、敷地の南側に建てる休憩場の図面が

ついています。木造平家建て、延べ床面積39.74平米の建物です。 

 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】  それでは、現地調査班、班長の18番委員よりご意見をいただきたいと

思います。 

【18番委員】  農家住宅ということで、今、事務局から説明がありましたとおりで

す。１つちょっと心配なのは、資料７－１の地図を見てもらいたいんです

が、南側に道路があるんですね。この先に１軒、■■さんという家がある

んですよ。撮①と書いてある字のところに家が１軒ありまして、ここが■

■さんという家なんですが、出入り口がちょっと狭いんですよね。農道で

すので、この辺がぎりぎりまで建物を建てたら、入る道が今までどおりで

大丈夫なのかなという心配があるんですが。補足説明でもし委員の方、わ

かる人がありましたら、ご意見をいただきたいと思います。 

【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。 

 今、18番委員から、道路の幅が狭いという話がありました。これについ

て、この図面を見ても2.73メートルとなっていますけれども、この辺、２

番委員より。 

【２番委員】  きのう、私も現地調査で見たんですけれども、今、申請のあるこの図

面の７－２を見ていただきたいのですけれども、その下側に市道７６３号

線と書いてあります。これが法定外道路と書いてあるんですけれども、

今、18番委員が言われるように、この左側に■■さんという家があるんで

す。そこがこの道路を使って出入りをしているから、今度、建築基準法上

で言う４２条２項道路に該当するんじゃないかという委員の意見があった

んです。きのうの調査では。それも調べておいてくれということで、■■

さんがここを使って建築確認をとっているということになると、この入り

口が広がらないで、そのままになってくるということになると、今後いろ
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いろ増改築とか、建て直しという部分については、不都合が生じるんじゃ

ないかという意見がありました。その意見をもとに、事務局のほうでそれ

を調べた結果を事務局のほうから発表してもらおうかな。 

【議  長】  それでは、事務局、お願いします。 

【主  事】  聞いた話で恐縮なのですが、建物を建てるときには、基本的には４メ

ーター以上の広さのある道に接していなければいけないという決まりが建

築基準法であるようでして、４メーターに満たないような道のときでも、

２項道路と呼んでいるものに指定されているような道に接しているときに

は、それが可能となるようなんです。ただ、その場合には、道路の中心線

から２メーター下がったような形にしなければいけないそうなんですけれ

ども、ここの資料７－２の左下の東西の道、市道７６３号線に関しては、

２項道路には指定されていない道路だというところを厚木土木事務所の担

当に確認をしました。なので、建築基準法から、ここは下がらなければい

けないということは言えないのではないかということでした。もう１つ、

市の道路整備の担当にも確認したんですが、市の道路の拡幅の計画もここ

には現在ないので、やはり行政から下がれというのを根拠を持って言うの

はできないのではないかという話でした。 

 以上でございます。 

【２番委員】  今、事務局から説明があったとおり、この■■さんはこの道路を確認

申請で申請していなかった。多分、南側の道路を４２条２項道路で申請し

て、そこで図面を出して、それで許可をもらっているということだろうと

思います。そうじゃないと、家を建てれませんから。今言われたように、

７６３号線というのが法定外道路であれば、これを使っては今後いろいろ

な確認申請は出せないということになりますけれども、この南側を使って

いるのであれば、それで建物は建てれる。ただ、そこにこの公道に面した

ところに■■さんという家があるんですけれども、そこが垣根が出ちゃっ

ているんだって。だから、そこは４２条２項道路の適用を受けていても、

自分でそこを下がっていないとしたら、確認の図面についてはセンターか

ら２メートルセットバックした形の中で、この南側の道路を使って■■さ

んは確認申請を出しているというきり判断できないと思います。だから、
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今言うように、７６３号線については、確認のときには、ここを使わない

で、使ってやる場合については、建築物は建てれない。ただ、南側を通し

てやれば、その辺はオーケーになるのではないかというふうなことで、先

ほどその辺を聞いて了承はしましたけれども。 

【議  長】  今、事務局から、■■さんの建物の入口分については2.73メートル幅

で、それは法定外道路ということなので、このままやらざるを得ない。 

【18番委員】  今日、朝、奥さんに聞いたんですよ。そうしたら、息子さんの、要す

るに世帯主の孫の名義で改築するような話を聞いたんですよ。今の状態だ

と、おまえ、できないぞと脅かしたんだけど。 

【２番委員】  できないことはないよ。 

【18番委員】  下がれば。 

【２番委員】  下がらなくても、南側で確認申請が出ていれば、そのままできる。 

【18番委員】  ただ、出入り口がここしかないんだよな。 

【議  長】  私も18番委員と一緒に、■■さんという人の意見も聞いたんですけれ

ども、南側については、恐らく■■さん自身は、いつごろそこに家を建て

たのかということを聞いたら、私が嫁に来る前からという話だったので、

相当前に■■さんの家は建っているわけですよ。そのときに２項道路だと

か、道路幅のことについて規制があったのかどうか、その辺がちょっとわ

からない。 

【19番委員】  耕地整理でとった道路幅だから、そのままだから。 

【２番委員】  どっちにしても、住宅があった場合には、その法律上に適合するよう

な特例措置、救済措置というのがあるから、その辺は大丈夫ですよ。法律

の運用以前から家が建っているとかというふうなことになれば、その部分

は特例で認めてもらえる場合があるから、余り人の心配をして、こっちの

申請が疎かになってもいけないので、それはそれで、審査よりも、まず今

出てきているその辺の部分をきちっと対応してあれば、あとの部分につい

ては何とかなると思います。それ以上のことを想定で物を言ってもしよう

がない。想定で物を言えないから。 

【議  長】  18番委員、そういうことで、あしたの朝、説明を。 

 ほかにご意見あるでしょうか。 
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【９番委員】  これ、図面、間違っているのかな。７６３号線と７３２号線の図面が

ちょっと違っていたかなと思うんですね。 

【事務局長】  資料７－１の撮①、②と書いてある、そこの図面なんですけれども、

こちらには市道７３２と７６３という表示があります。それと、資料７－

２の東西に書いてあります市道７６３、番号が違っていまして、こちら、

気づきませんでして。 

【２番委員】  どっちが正しいの。 

【事務局長】  今、確認できなくて申しわけないです。 

【議  長】  これは事務局、確認して、修正するところがあれば修正する。 

【事務局長】  確認して、図面のほうが違うようでしたら、業者に図面のほうを修正

して出し直しをさせます。申しわけありませんでした。 

【議  長】  ほかにご質問あるでしょうか。 

        （「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、申請地は、社家字■■■■■■、登記簿地目、田、■■

■平米、同■■■番、登記簿地目、田、■■■平米、合計、■■■■平米

です。現況は、市街化調整区域の畑です。転用者は、綾瀬市落合南■■■

■■■■■、■■■■■■■■、代表取締役■■■、土地所有者は、社家

■■■■■■、■■■■、転用の目的は、駐車場、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をごらんください。資料は、案

内図のほかに、現地の写真、土地利用計画図、造成計画平面図、断面図、

側溝及び擁壁の構造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、社家地区でございます。16番委員、地区委員のご意見をお

願いします。 
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【16番委員】  当地は農地として適正に管理されておりました。ここを売却されて、

駐車場にするということなんですけれども、駐車場にするに当たって、土

砂が飛散しないようにということ、ライトが駐車場を照らすようにという

ことを注意するということでしたので、皆さんにご審議をお願いしたいと

思います。 

【議  長】  それでは、事務局、補足説明をお願いします。 

【主  事】  補足説明をいたします。 

 運送業を行っている■■■■■■■■が、駐車場として農地転用をした

いという申請です。現在、藤沢市菖蒲沢に事業所がありますが、事業が拡

大し、トラックなどの社用車、従業員の自家用車の駐車スペースが手狭と

なったため、新しく駐車場を整備したいとのことです。事業地域は主に県

央の全域だそうで、１５トンのトラックを２台、４トンのトラックを１５

台、また、従業員の自家用車１９台の合計３４台分を置ける面積が確保で

きること、また、本社及び事業所からも近く、道路の利便性があり、ほか

に適地が見つからなかったことから、当該地での申請に至ったそうです。 

 資料８－１をごらんください。農地の立地基準は、第３種農地です。こ

れは、申請地からおおむね３００メートル以内にＪＲ相模線社家駅の駅舎

が存す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。 

 次に、土地利用の計画を説明いたします。資料８－２をごらんくださ

い。 

 図面では右側が北側になっております。申請地全体を盛土して砂利敷き

をし、３４台分の駐車場を整備する計画です。南北が市道に面しておりま

して、出入り口部分はコンクリートを打ってスロープ状にする計画です。

出入り口部分には水路が通っていますが、ふたをかけ、自由勾配側溝を設

置し、機能が損なわれないようにするとのことです。 

 資料８－３をごらんください。造成計画の平面図及び断面図です。申請

地全体を盛土し、北側の市道１８４４号線から約２５センチ、南側の市道

５０６号線からは約３０センチ高くなる計画です。６メートルかけて高く

するということで、緩やかなスロープ状になります。東西に隣接する土地
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は、現況が田んぼで、盛土することによって高低差が約８５センチほどつ

くことになりますが、ＲＣ擁壁及びメッシュフェンスを設置することにな

っております。これらにより、周辺の土地への土砂の流出、崩壊が防止さ

れます。 

 続きまして、雨水の排水計画についてですが、敷地は砂利舗装とし、敷

地内で浸透処理をする計画となっております。資料８－４には、水路に設

置する側溝の構造図及びＲＣ擁壁の構造図がございます。水路に設置する

側溝の構造に関しましては、市農政課及び下水道課と協議が済んでいると

のことです。また、社家小学校が近くにありまして、通学路になっている

ということで、時間帯によって子供が多く通行することが予想されますの

で、こちらは十分注意するように申し伝えます。 

 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、18番委員、現地調査班の班長のご意見をお願いします。 

【18番委員】  今、事務局からもお話がありましたけれども、近くに社家小学校があ

りまして、通学路になっているということで、多分、ここをお子さんが通

るのではないかなという想定のもとなんですが、それが１つ心配なこと、

それと、南側の市道５０６号線ですが、幅的にはある程度あるんですが、

舗装面がもともと田んぼですから、そんなに基礎もやっていないし、舗装

を乗せたような形で、１５トンの車が２台出入りしますので、舗装面がち

ょっと軟弱なので、出入りに相当の重圧がかかりますから、その辺の問題

がどうなのかなというのが１つ。それと、水利部分の説明がありましたけ

れども、この辺の補強をこれで十分なのか、それが３つばかり、問題点と

いうか、心配事があります。 

 以上です。 

【議  長】  今、現地調査班のほうから心配される３点ばかりの指摘をされまし

た。それを含めて皆さんからご意見をいただきたいと思います。ご質問が

ありましたらお願いをいたします。 
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【２番委員】  心配事がまたふえちゃったんですけれども、まず、１５トンが２台あ

りまして、それで、反対側の道路、これが通り抜けができるような方法

で、北側の道路が砂利敷きなんですよ。砂利敷きに１５トンのトラックが

出入りすると、これ、農道がもたないんじゃないかなというふうに考えま

す。それともう１つは、擁壁についてですけれども、雨水を全部宅地内で

処理するというふうなことだったんですが、この構造図を見ると、擁壁に

水抜きがついています。塩ビ管で３メートル当たり１カ所の水抜き孔があ

りますから、この水抜き孔についても、これ、水抜きをできないように、

全部宅地内で処理をしてもらうという、この２点がちょっと心配事で２つ

ふえちゃったんですけれども、その辺をちょっと皆さんで協議していただ

きたいと思います。 

【議  長】  今、現地調査班の２名の方からご意見が出ました。事務局、この２点

について、何かご意見等ありましたらお願いいたします。 

【主  事】  道路を１５トン車が通行するということに関しまして、道路の管理を

所管している市の道路管理課へ、そもそもそういった道路を通行すること

が可能なのかという部分を確認いたしました。市の道路課に確認したとこ

ろ、道路管理者ですとか、警察などで、道路の状況から一定の重量でした

りとか、高さなどについて、通行規制を現に行っている場合以外の道路に

おいては、基本的に車両の通行制限はなく、道路の構造や利用状況等を見

ても、当該市道を１５トン車が通行することについては問題ないのではな

いかということではありました。また、そのほか、車両の一定の重量でし

たり、長さや幅などが基準を超えた場合に、車両制限令という法令の制限

がかかり、道路管理者の許可をとらなければ通行してはならないという決

まりがございます。具体的には幅が2.5メートルを超えるものですとか、

長さが１２メートルを超えるもの、また、重量が２０トンを超えるものな

どがその制限に該当いたしますが、今回の計画で予定されている１５トン

車に関しては、これらに該当はしないということで、許可などは不要であ

りまして、また、当該道路を道路管理者の観点から、通行できないという

制限などをすることはできないということでございました。 

 北側の道路についても同じようなことで、現に車両規制が行っていない
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ということで、そういう法律などに基づいての指導はできないものだとい

うことで確認はしております。 

 以上でございます。 

【議  長】  今、事務局から、２点のことについて、規制等はできないというふう

な話がありました。これを含めて、再度皆さんからご意見等をいただけれ

ばというふうに思っています。 

 ２番委員からは、水抜き孔を設けるということについて適当ではないと

いうふうなご意見がありました。この点、何か皆さんから、これを含めて

再度ご意見等をいただければというふうに思っていますけれども、いかが

でしょうか。 

 農業委員会でこういう意見が出て、それでこの許可に当たって改善を要

望するということはできますか。北側が砂利敷きの道路であって、南側か

ら通行してほしいとか、そういうことはできると思いますか。要望とし

て。いかがですか。 

【主  事】  必ず北側の道を通ってはならないというふうなところまでの制限とい

うのは難しいのではないかと思うのですが、要望として、北側、砂利道で

崩れてしまうと農地に悪影響を与えてしまうという観点から、通らないで

ほしいというお願い、強いお願いという形で要望させていただくというこ

とは、できるのではないかと思います。 

【２番委員】  ただ問題は、この農道というのは、農業用の農道だから、地元の農業

委員はその辺をきちっと考えた形の中で、これについては砂利道だから、

１５トンのトラックが通ると崩壊のおそれがある、また、農作業上問題が

あるということであれば、それはある程度申し入れをしてもらわないと。

全て問題ないよと言っちゃうと、これは通っていいんだなというふうにな

っちゃうので、規制ができないとしたら、ある程度地元の要望というのも

きちっと出しておいてもらったほうがいいんじゃないかな。それをやらな

いと、全て、今言うように、法規制がないから通るのは自由だと言われて

も、なかなかその辺が規制がかからないというよりも、ある程度はこれは

農道というか、砂利道で、砂利道を管理するのは生産組合がやっているん

だよね。砂利道の場合はほとんど。草を刈ったりなんかしている。社家は
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そうだよね。 

【16番委員】  自分でやっているね。 

【２番委員】  自分でやっているというのは、農家の人が。 

【16番委員】  農家の人がやっている。 

【２番委員】  そうでしょう。だから、それがそういうふうになってくると、農家の

人の要望というのもある程度入れておかないと。この前、本郷でもあった

んですよ。反対側に抜けるというけど、全然舗装がしていないところを、

営業車が通って、やったら、わだちができちゃって、それ、誰が直すんだ

ろうなというふうな話が出たのでね。今回も考え方は全く同じだと思うん

ですよ。１５トンが２台だとしたら、南側を１５トンは通ってください、

使ってくださいと要望はできるんでしょう。何の要望ができないで、法律

上全部その部分が可能であるから、通るのは自由だよと言うのであれば、

何も地元の意見を聞くことはないんだよ。だから、やっぱり地元の意見と

してその辺を反映して言わないと、そういうふうな部分は全てオーケーに

なっちゃうということ。 

【議  長】  これ、北と南に同じような出入り口を設けるというふうな図面ですけ

れども、南側のみにしろということができますか。 

【７番委員】  幅が狭くて、長い。 

【５番委員】  きのう聞いたのは、北と南から両方入れるということなんだけど、実

際に南から入ると、大きいトラックだと、ここでＵターンというか、向き

を変えるというのはできないんじゃないのかな。北から入って南から出

る、南から入って北から出るという形にしないと、この幅だと。この絵も

そうだけど。 

【議  長】  もちろん１反というのは１８メートルですから、１２メートルのトラ

ックですから、Ｕターンができるかどうか。できないことはないと思うん

ですけど。 

【２番委員】  １５トンの駐車位置と空間がこれだけあれば、これは十分できる。 

【５番委員】  でも、現実に北側の道路というのは壊れますよね。 

【２番委員】  地元の農業委員、どう。１５トンのトラック通っていいというなら、

またこれは別だけど。 
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【16番委員】  大きいトラックはわからないけど、私は、北の道路は使わないと思う

けどね。舗装されていないし。入り口に中古車を結構とめてある。だか

ら、入ってこれないと思うんだよね。南側のほうから入ってくる。 

【２番委員】  それじゃしようがないんだよ。きちっとその辺を地元の要望として、

北側の道路に１５トン車がなるべく通らないようにしてくださいという要

望があるのかどうか。 

【16番委員】  あります。 

【２番委員】  それを申し入れるということで。 

【議  長】  今、事務局は、道路課、あるいは警察等の意見を聞くと、法律上は規

制できないというふうな話がありましたけれども、一応農業委員会とし

て、舗装されていない道路からの出入りについては、道路を壊す、あるい

は農作業に迷惑をかける、そういう観点から、できるだけ、図面で言う左

側、舗装の道路から出入りをする、そういうふうな要望を農業委員会とし

て申し込んでほしいということでお願いしたいと思います。それから、も

う１つ、先ほど２番委員が言った、擁壁に関してのいわゆる排水口、水抜

きについては、田んぼに対して、いい影響を与えないので、それは取りや

める、その２点を要望としてお願いしたい、そういうことだと思います。 

 ほかに何かご意見あるでしょうか。 

【６番委員】  意見じゃないんですが、この■■■■の事務所はここの近くにはない

んですね。綾瀬にあって、駐車場だけここへ設けるということなんです

ね。そうすると、運転手さんはここへ置いてどこか行っちゃうんですか

ね。こんなに車を置いて、１７台もどうするのかなというのがちょっと。 

【２番委員】  自分で車で来て、そこから出ていく。 

【６番委員】  それで２台あとトラックを持っていく。 

【議  長】  ４トンぐらいのトラックはいっぱいあるんでしょう。 

【６番委員】  そういうふうなものはいっぱいあるんですか。 

【16番委員】  自家用車だと言っていましたよ。 

【議  長】  上部の入口は幅はうんと狭いけど、下は広い。 

【６番委員】  ということは、ここで荷おろしとか何かもされるということですか

ね。荷受して、荷おろし、詰めかえだとか。 
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【16番委員】  そんなことは何も言っていなかったね。 

【２番委員】  乗用車が何台？ 

【18番委員】  １５トン車が２台でしょう。 

【16番委員】  そうそう、１５トン車が２台。 

【２番委員】  １５トン車が２台だけれども、４トン車が何台？ 

【主  事】  とめる車は、１５トン車が２台と、４トン車が１５台ということにな

っていまして、それが運送業として仕事で使う車というふうに聞いていま

す。従業員の駐車場が１９台分というふうに聞いていまして、形態としま

しては、従業員の方がこちらに直接乗用車で来てとめられて、空になって

いるトラックを乗りかえて運送業をやるということで、取引先のほうへト

ラックを使って行って、また全て空になった状態でこちらに戻ってきて、

車に乗りかえて帰るという、そういうふうに聞いております。 

【９番委員】  ちょっと確認ですけれども、これ、周りの擁護壁と、今回、駐車場の

上が砂利敷きになっていますけれども、その段差、隣地に石とかが、入ら

ないか、こっちのほうを見ると何かほとんどフラットな状態なんですけれ

ども、その確認をしたかったんですが。 

【議  長】  今、９番委員から、ここに１メートルの擁壁をつくると、砂利敷きの

駐車場というふうな話がありました。それで、フェンスをやるということ

ですけれども、擁壁の上部からどのぐらい下がった砂利敷きの……。 

【２番委員】  砂利の厚みとかそういうのがなくて、この擁壁。そうすると、これが

フラット過ぎて。 

【議  長】  １５０ミリの擁壁をつくって、その天端の高さと砕石の高さが同じに

なっていますね。そうすると、隣の田んぼに砂利等が飛散するおそれがあ

る。これは事務局、少し下げなければいけないというふうなご意見が出ま

したけれども、その辺も要望の中に入れて。どうでしょう。 

【主  事】  資料８－４の構造図ではそのような形になっているんですが、断面図

のほうを見ていただくと、現況の高さと、あと、計画の高さということ

で、ＧＨとＦＨという形で書いてあると思います。資料８－３の図面で

す。そちらを見ていただくと、ＧＨ、ＦＨの差が８５センチでしたりと

か、８８センチでしたりということになっておりますので、恐らく１メー
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トルの擁壁を設けると、１０センチほどの頭は出るんじゃないかというふ

うに思うんですが、ただ、そこはよく業者のほうにもう１度確認をしてみ

ようと思います。 

【議  長】  10.35、ＧＨは9.49。9.47というところと10.35 

【９番委員】  ちょっとわかりにくいと思う。 

【２番委員】  これ、断面図が、この断面図と、こっちの断面図が、図面が違う。 

【議  長】  ＧＨ9.50でしょう、ＦＨが10.35。ＦＨというのは、仕上がりの一番高

いところ。そうすると、擁壁の高さが書いていない。 

【９番委員】  書いていない。８－４を見るしかないんだよね。 

【２番委員】  普通は、これ、根入れ部分が３５０、ここのＦＨが、こっちに書いて

ある。 

【議  長】  実際問題として、高さがゼロということはあり得ない。擁壁のほうが

高くならなくちゃおかしい。それは事務局、再度、確認をして、そこに１

０センチなり１５センチなりの差をつけろということ。３つ要望だ。 

【２番委員】  Ｌ型擁壁の高さ１メートルと、ここにどの程度の泥を盛るかによって

は、砂利厚だってあるだろうから、砂利の厚みなんかも何も書いていない

んだ。１５トン車が入るんだから、相当な耐圧にしないと。 

【７番委員】  ８５センチぐらいの盛土をやるという意味なのかな。ＧＨとＦＨの差

が。 

【２番委員】  これだとちょっと意味がわからない。 

【議  長】  田んぼの面からは８５センチぐらいというふうな話がありましたね。

ただ、１メートルの擁壁をつくるということですけれども、１メートルの

擁壁がこのＬのどこからだ。 

【２番委員】  左のほうに、３５０、１メートルと書いてある。３５０というのがこ

れが現の高さだと思うよ。田んぼの面。それから１メートルだから、それ

で、８５センチぐらい盛るんでしょう。そうしたら１５センチぐらい差が

出る。天端から１５センチぐらい下のところにグラウンドラインが来るん

じゃないの。そういうことでしょう。そうじゃないと、おかしい。１メー

トル盛るということになっちゃう。だから、このＬ型擁壁の断面の図面

が、擁壁の天端に被覆の部分が書いてあるからおかしいんだよ。だから、
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これを１５０なら１５０下げたところに天端をつくって、ＧＬをつくっ

て、あと砂利の厚みとか、そういうのを書けばいい。ここにある栗石とか

砕石というのは、これはＬ型側溝についての栗と砕石でしょう。これは何

かというと、このところに水が浸透して、水抜きがこれで有効になるとい

う部分だから。だから、水がこれから水抜きを抜けて、隣の田んぼへ落ち

るということだ。だけど、敷地内浸透で全部やるということになったら、

これも本当はいけないんだ。だから、これはさっき会長が言うように、水

抜きはつくらない。 

【議  長】  擁壁の高さとＧＬの差は１００ないし１５０、それはつけなくてはい

けない。 

【２番委員】  それと、これ、照明はつけないんだろうね。 

【16番委員】  つける。 

【２番委員】  これ、３方が田んぼなんだ。 

【事務局長】  ８－２のところに外灯５カ所と書いてある。 

【16番委員】  駐車場内に照らすようにする。 

【２番委員】  場所的には書いていないな。外灯５カ所と書いてあるだけで。 

【議  長】  これがそうだ。 

【２番委員】  ３カ所だよ。これで３カ所だ。反対側の、東側に５カ所ある。 

【議  長】  全部こっち側だ。 

【２番委員】  これ、隣側の下側の田んぼに光が入らないような方法にしてもらわな

いと、被害が出るから。 

【議  長】  これは作物に害を与えない照明。 

【２番委員】  遮断をつけるとか。 

【議  長】  それにすると。 

【２番委員】  果樹照明灯とか、ある程度遮光板をつけるとか。照明については、隣

地の田んぼに迷惑をかけないというのも条件だな。 

【議  長】  この照明については、もちろん事務局から言ってもらうのは当然です

けれども、現地について、大谷の事例じゃないけれども、稲作に影響ある

ようなら後からでもクレームをつけると、それはやらないといけないと思

います。実際に農作物は、照明については結構敏感ですので。 
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【２番委員】  特に米は穂が出ないし、真っ青なまま、ずっといっちゃうから。枝豆

ももっとひどい。大豆もそうだし。 

【議  長】  ほかにご意見あればお願いしたいと思います。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、照明、水抜き、ＧＬの高さ、北側の道路、４点に

ついて事務局のほうから業者に対して申し入れをするということで、一応

皆さんのご意見を聞いた上で、事務局から申し入れをするということで、

了解をいただきたいと思います。 

【５番委員】  これ、例えば隣の地主の同意を得るというときの印鑑はあるんです

か。印鑑をあげなかったらできないんですか。 

【２番委員】  そうでもないんです。印鑑というのは、説明をしましたという印鑑な

んだ。了承したか了承しないかの印鑑じゃないんだよね。 

【主  事】  隣地の方に関しては、隣地が田んぼとか畑とか、農地である場合に

は、隣地の同意書というものを出してもらうようにお願いしておりまし

て、計画をよく説明してもらって、隣の方が納得したということで、その

計画に同意をするという場合に印を押していただくということで案内して

おります。こちら、農業委員会からの強いお願いという形で業者のほうに

やらせているものでして、農地転用の許可条件でしたりとか、そういった

ものに入ってくるものでは実はないものでして、それがなくても、神奈川

県のほうとしては許可がおりるという仕組みにはなっておりますが、農業

委員会からは強く要望させていただいているというところでございます。 

【５番委員】  強制力はないということ。 

【議  長】  これは隣地の承諾印は得ているということですね。 

【９番委員】  事務局に確認したいんですけれども、この業者の方は、廃棄物業者で

はないですよね。ちょっと気になったもので。 

【主  事】  許可申請に当たって法人が申請する場合には、定款の写しでしたりと

か、法人の登記簿を出していただいていまして、そちらによりますと、一

般区域限定貨物自動車運送事業ということで登録がされております。ほか

に、貨物運送取り扱い事業、前各号に附帯する一切の業務ということで、

３つ登記がございます。廃棄物処理業というものは入っておりません。 
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【５番委員】  あと、よく事件が起こるでしょう。防犯カメラの設置なんていうの

は、特に義務づけとか、そういうのはしていないんですか。 

【議  長】  それは事業者が自分でやるでしょうよ。 

【２番委員】  物を壊されたり盗まれちゃうと嫌だから。 

【議  長】  当然あるんじゃないですか。 

【２番委員】  それは防犯カメラをつけますなんていうのは申請することじゃない。

こういうふうなところは結構ある。防犯カメラはうちのほうなんてみんな

ついている。 

【議  長】  それでは、ほかにご意見がないようでしたら、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】  賛成多数でございます。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３、申請地は、国分北■■■■■■■■■、登記簿地目、

畑、■■■平米、同■■■■■■、登記簿地目、畑、■■平米、同■■■

■■■、登記簿地目、畑、■■■平米、同■■■■■■、登記簿地目、

畑、■■■■平米のうち■■■平米、同■■■■■■■、登記簿地目、

畑、■■■■平米、同■■■■■■■、登記簿地目、畑、■■平米、現況

は、市街化調整区域の畑です。転用者は、山形県新庄市大字福田■■■■

■■■■■■、■■■■■■■■、代表取締役■■■■、土地所有者は、

■■■■■■が国分北■■■■■■■■、■■■■、ほか５筆が、国分北

■■■■■■■、■■■■、転用の目的は、資材置場、権利の種類は、賃

借権の設定です。現地の案内図は、資料９－１をごらんください。資料

は、案内図のほかに、現地の写真、土地利用計画図、断面図をお配りして

おります。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員のご意見をいただきたいと思います。７番委員、

お願いします。 

【７番委員】  ２月２１日に現地を見てまいりました。そして、書類の関係で、会社



36

が山形なために、原本を送っちゃったということで、こっちの議案書のほ

うが先に届いておりまして、向こうの会社から説明に来たのがおととい、

２月２３日でした。その前にこの議案書が届いて、また、事務局からもそ

ういう連絡を受けておりましたので、先に見てまいりました。 

 資料９－２を見ていただくとよくわかるんですが、場所は、杉本小学校

の正門の真っ正面という感じの場所です。そして、図面の真ん中より左下

ぐらいに■■■■■■というところ、変な形に囲ってありますが、ここが

この間出てきたコンビニができる、これは許可済みで、今、工事をやって

おります。その隣に変な形で、複雑な形、どうしてこういう形になるのか

わかりませんが、持ち主はまさしくコンビニと同じ人たちです。２人と

も。それで、ここを現地を見に行きましたところ、結構な急斜面という

か、斜面なんですね。それで、会社の方には、強く言っていたのは、砂利

敷きだということで、大雨や何かの場合に、上から学校の正門のほうに向

かって土砂が流れ下ってくるんじゃないかと、それを完全にとめる方策を

とってほしいと。ここは出入り口が時間帯によっては子供が一番集中する

場所ですから、それの安全策も考えてほしいということと、それから、こ

こ、３つぐらい心配があったんですけれども、真ん中よりちょっと右に隣

接の建物、ここにきれいな新しい家が建っているんですが、ここにちゃん

と説明してあるのかどうか。というのは、この隣接建物の右のほうにまた

隣接建物というのがあるんですが、ここが何かよくわからない。現場事務

所みたいな、簡易ワンルームマンションみたいな、それで、庭の先に資材

置場があるということで、■■■■■■の住人が、右と左に資材置場を抱

えることになってしまって、こんなはずじゃなかったと言い出すんじゃな

いかと。だから、そこは十分了解をとってほしいということ。これからや

りますということは言っていましたけれども。それと、あと、子供の対

策、ここは歩道が拡がっている場所でもあるんですよね。だから、子供が

信号を渡るためにここはたまる場所でもある。そういうことで、とにかく

安全面、それから、隣地、それから、土砂が流れ下らないようにというこ

とを申し述べておきます。場所としてはしようがないかなという感じはあ

るんですけれども、そんな感じで話をしておきます。 
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 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】  補足説明をいたします。 

 建設業を行っている■■■■■■■■が、資材置場として農地転用した

いという申請です。■■■■■■■■は、山形県に本社がありますが、東

京支店が東京都の江東区にございまして、その事業所が東京都町田市にご

ざいます。事業拡大に伴いまして、建築用の資材が町田の事業所に置き切

れなくなったということから、主に事業を行っている県央エリアで1,000

平米以上の面積があり、大型車の乗り入れや資材搬入及び周辺道路の状況

等から見て利便性がよい土地を探していたところ、土地所有者との合意が

できたため、当該地での申請に至ったそうです。 

 資料９－１をごらんください。農地の立地基準は、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土地が連たんし

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。 

 次に、土地利用計画です。資料９－２をごらんください。申請地を東側

の市道２００７号線と同じ高さまで切土、砂利敷きし、資材置場とする計

画です。西側の敷地が少し高くなるよう、3.5％程度の勾配がつく計画と

なっております。申請地の西側は、市道との境界が急傾斜なのり面になっ

ており、さらに切土をすることにより、より傾斜がついてしまうことか

ら、市道からの土砂の崩壊が懸念されるということで、申請地は、２メー

トルから３メートルほどセットバックをして敷地を使用するという計画に

なっております。置く資材に関しましては、ガードフェンスやベニヤ板、

脚立足場や小型ブルドーザーなど、建築に使う資材でしたり、木材などが

こちらの場所に置くということで聞いております。 

 資料９－３の断面図をごらんください。切土をすることにより、基本的

に隣地のほうが高くなりますが、境界にはコンクリートブロック３段積み

の土どめ及びメッシュフェンスを設置する計画となっております。また、

先ほど道路との境界が急傾斜になっていると申し上げましたが、土砂の崩

落がないよう、のり面も整備をしたいとのことで、３０度ののり面になる
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よう、盛土などをして処理するという計画になっております。これらによ

り、周辺の土地への土砂の流出、崩壊が防止されます。 

 続きまして、雨水排水の計画についてですが、敷地内は砂利舗装をし、

敷地内浸透処理をする計画となっております。また、東側の市道へ向かっ

て勾配がついていることから、雨水が市道へ流れていくことがないよう、

出入り口部分に円形の側溝を設置し、そこで雨水を受けとめ、浸透処理を

する計画だと聞いております。 

 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、現地確認の班長18番委員よりご意見をいただきたいと思い

ます。 

【18番委員】  今、地元委員の７番委員からいろいろお話がありましたが、私たちが

きのう見た段階では、やっぱり同じような形での心配事です。さっきお話

がありましたけれども、写真１と２を見てもらうと、大分傾斜がついてい

るんです。後ろが山ですので、雨が多少降った場合に、相当量の水が流れ

てくるんじゃないかという心配、とにかく正面が小学校なもので、もちろ

ん通学路で、出入り口が大型の車が出入りとなると、余計心配事がふえち

ゃうんじゃないかと思っております。周辺の農地というのがありませんの

で、そっちのほうの心配はございませんが、条件として、とにかく土砂の

流出、崩壊、それが少し心配事です。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、説明が終わりました。現地確認、あるいは地区委員等のご

意見の中で心配事がありますよというふうなお話がありましたけれども、

皆さんからご質問ありましたらお願いしたいと思います。 

【２番委員】  ７番委員が心配されていた、土砂が道路に流れ込んで、その辺は通学

路として非常に心配だという話がありましたので、きのう、現地を確認し

た人たちもそれを一番心配していました。そんなことで、入り口に新設の

キャスターゲートがつくということで、そこに円形の側溝をつくって、そ



39

この部分を全部浸透式の桝をつくるというふうなことでしたから、図面は

出ていなかったんですけれども、その図面を事務局のほうで業者に言って

出してもらえると言ったら、それが出てきたんだよね。だから、それも見

て、浸透式の円形の浸透桝を１０メートル、これに全部雨水の浸透桝をつ

ける、構造図も全部砂利敷きのきちっとした構造図が出てきていますの

で、浸透桝についてはそれでまずやむを得ないかなと。それともう１つ

は、山形の人がここに資材置場をつくって、どこが管理をしているのか、

どこの営業所で管理しているのか、その辺わかりますか。山形に常に電話

をして何か言っても、対応が非常に遅くなると思うので、どこがやってい

るか。 

【議  長】  先ほど７番委員も同じような心配をという話がありましたけれども、

事務局、その辺のご回答をお願いします。 

【主  事】  本社は山形県にあるんですが、東京都の江東区に東京支店がございま

して、さらに実際に業務を行っている事業所は町田市にあるというふうに

聞いております。町田市からここまで来て作業をするという形になると思

うんですが、そちらからというふうに聞いております。 

【２番委員】  小学校で何かあって、すぐ対応してもらうにも、町田から駆けつける

のではどうしようもないな。 

【議  長】  この図面を見ると、事務所らしいものはどこにもありませんね。 

【２番委員】  それはつくれないもの。 

【議  長】  つくれないけど。普通、つくれないけど、つくってしまうんだけど。 

【２番委員】  それと、近くに営業所があったり、管理するところがすぐ来れるよう

な状態ならいいけれども、一番近いところが町田というのでしょう。 

【議  長】  今、事務所が遠いというふうな心配がご意見として出ましたけれど

も、これは建築資材の置場なんでしょう。 

【２番委員】  よくセコムとか、そういうふうなガードマン会社が管理するというな

ら、それはそれでいいんだろうけれども、こちらから連絡して、町田から

一々駆けつけたりする部分では、早急な対応が不可能だものな。その辺を

どうするのか。７番委員、その辺、さっき言われたように、問い合わせた

ら全部本社のほうへ戻っちゃって、なかなかその辺の回答がなかったとい
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う話があったんだけど。 

【７番委員】  それはこの委員会に出す書類の最終の印鑑をもらうのに、本社の印鑑

が要ると言われて、それで送っちゃったというようなことは言っていまし

たね。土地の所有者はすぐ近くにいるんですよね。 

【議  長】  土地の所有者はね。 

【２番委員】  この管理はどういうところがやるのか。これ、ガードマンがやるのな

ら、すぐいろいろな部分で対応ができるんだろうけど。だけど、ガードマ

ンが管理するといったって、一般の人が通報できないものな。 

【議  長】  今、ここに書いてある小型ブルドーザー、ローラー１台、パワーショ

ベル１台とかと書いてありますけれども、これは作業上使うものの機械の

置場なのか、それを販売するつもりで置くわけじゃないでしょう。 

【２番委員】  サイディングボードなんて置いているよ。パネル。 

【議  長】  資材置場ということは、ブルドーザーを置くなんていうのは、使うた

めに置くんでしょう。ここから積んで、工事現場へ持っていくということ

でしょう。脚立を４メートル掛ける３００、４０個。 

【２番委員】  パネル、サイディングボード、アルポリック、ベニヤなんかも置くよ

うになっているんだから。こっちは脚立足場。 

【議  長】  鉄筋の置場じゃないかな。 

【２番委員】  足場だ。建築に必要な資材。材料置場。資材だよな。 

【議  長】  いずれにしましても、正式に農業委員会にこういう要請というか、申

請が出るということについて、事務室、いわゆる関係者等が居場所がいな

いからということで認めないということはできないと思いますけれども、

いずれにしましても、入り口が学校の正面に一緒に面しているということ

もありますが、５番委員、学校の入り口とこっちの入り口と一緒になって

いるなんていうのは、学校としてはおもしろくないですか。 

【５番委員】  子供が中に入る可能性がある。事故が起こると困る。 

【２番委員】  資材置場の管理体制がどうなっているかということでしょうよ。それ

と、何かあったときに緊急体制がどうやってとれるのか。その辺だろう

な。 

【５番委員】  子供が中に入っていたずらしたら、謝りたいと言っても謝りようがな
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いというか、連絡がつきようがないという部分もある。 

【議  長】  謝るだけじゃなくて、そこで足を挟まれて誰か呼ぶにも呼べないなん

て。 

【２番委員】  車に乗ってきて、また車へ積んだりして、ブルドーザーにしても、こ

れ、小型ブルドーザーと書いてあるけど、ブルドーザーを使うという業者

は今少ないんだよ。土建屋さんじゃないのかな。ユンボならわかるけど、

ユンボが今ブルドーザーの役目を全部してしまうんだから。それとあと、

ローラーというのは、舗装用のローラー、転圧用ローラー。建設会社とい

うより、土建会社じゃないの。 

【議  長】  定款には何て書いてあるの。 

【主  事】  法人の登記事項証明書のほうには、法人の業務の目的として、木材及

び製材製品の販売、建設資材の販売及びこれに附帯する加工事業、建設工

事の施工、航空機の賃貸事業並びに動産不動産の売買、賃貸借及び管理事

業、建築の設計及び管理、損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務

ということで記載がございます。実際に建設工事の施工というのが業務の

目的に入っていまして、その際に使うための資材をここに置くんだという

ことで聞いております。 

【２番委員】  建築資材だったらローラーなんか要らないよ。小型ブルドーザーも要

らない。 

【議  長】  ちょっとまとめにくいんですが、事務局に申請があったものというこ

とで、許可しないということの理由として、どうしましょうかね。なかな

かまとめにくいんですけれども。 

【２番委員】  今の意見は、緊急連絡先とか、そういうのが全てすぐ対応できるかと

いう問題でしょう。これ、対応できると言われれば。 

【５番委員】  管理体制が心配だということでしょう。 

【主  事】  最初に申請があったときに、事業所が町田市ということで、遠いんじ

ゃないかというのは事務局のほうでも考えまして、しっかり管理をしてく

ださいという話をしていたところです。実際の業務でここを使うとき以外

にも、１日に定期的に何回か見回りに来て、管理はしっかりしますという

話は、一番最初の段階では、聞いているところではあります。そのほか、



42

何かあればというところなんですが。 

【７番委員】  それと、ここから車が出入りするとき、たまたまそれが学校の子供の

登下校の時間帯だったら、やっぱり見張りを立ててやってくださいという

形にしないと、１人で来て、資材を出したり入れたりして、車でバックし

て出てくるところ、ここは子供が一番通る場所ですから、正門のすぐ前で

すからね。 

【２番委員】  小学生だものな。 

【７番委員】  小学生ですから。設計屋さんにはその話も僕はしてはおきましたけれ

ども。今度はその隣にコンビニができるでしょう。 

【議  長】  もう工事に入っているんでしょう。 

【２番委員】  今、仮枠で全部フェンスをやって、砂利なんかは敷いてあるけれど

も、まだきちっとした建設工事はしていない。 

【議  長】  ７番委員、この入り口が、斜線が引いてあるところがローソンの入り

口みたいなんだけど、駐車場はどこなの。 

【７番委員】  そのための駐車場かと思ったんですよ。今度申請が出たのが。そう思

ったら、全然違う。だから、このコンビニの駐車場というのは、この面積

の中だけでやっている。何台もとまらない。 

【２番委員】  申請は４台だね。 

【議  長】  どうしましょうね。 

【２番委員】  ただ、これ、今言うように、緊急の連絡先とか、そういうふうな部分

がないので、オーケーしちゃっていいのかどうか。 

【議  長】  どうしましょうね。 

【事務局長】  その辺は無人にならないような警備をするとか、そういう管理体制を

整えてもらうようには要望はいたしますので。 

【６番委員】  極端な話、裏側に出入り口をつけてもらうみたいなことを、道路と２

メートルぐらい差があるんですね。この上に道路があるじゃないですか。

西側か。ここへ入り口を、これは相当の傾斜になっていますけれども、そ

れであれしたほうが、前を、人とか何かは入ってもらってもいいですけ

ど、小型の自動車はいいんでしょうけど、専用の工事用のあれは裏側から

入ってくれるようにしてもらえないかというようなこと、できるかできな
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いかちょっとわかりませんけど。 

【議  長】  市道２１号線から。 

【６番委員】  そうです。 

【２番委員】  狭いんだよね。スロープで、斜めでやれば入れるよ。 

【６番委員】  交通安全対策、また、小学校としては、そうしたほうがいいのかな

と。そうすれば時間も、また上が狭いですからね。業者はやりたくないと

思いますけれども、そんな提案もできるのかなと。 

【議  長】  それでは、今、皆さんからいろいろご意見が出ました。事務局のほう

で、今日の皆さんのご意見を聞いた上で、管理体制の充実、あるいは学校

の前面で交通指導、そういうものを再度所有者、業者のほうに申し入れる

ことはできるというふうなことを今局長が申していたのですけれども、そ

の辺の説明を局長のほうから皆さんに言っていただければと思います。 

【事務局長】  先ほど事務局の担当のほうから、町田に営業所があるということで、

１日に何回かは見回りに来るという報告をさせていただきましたけれど

も、それにプラスいたしまして、今いろいろ委員からもご意見をいただき

ましたとおり、資材が置いてありますので、盗難または突風とかでの飛散

防止とか、そういったことも含めて、そこの資材置場、この現場の管理体

制を徹底するように、こちらから強く要望いたしたいと思います。ですけ

れども、それをもって今回の申請が許可できないという理由にはならない

のかと思いますので、その辺は事業者のほうには強くこちらから説明をし

て、要望したいと思っております。 

【２番委員】  それは口頭で言って口頭で回答するだけ？ それだったら言った言わ

ないの話になっちゃって、それだったらきちっとした文書的なものを出し

てもらうかだよ。 

【議  長】  管理棟というか、これ、幾ら調整区域であっても、３種農地なんでし

ょう。 

【事務局長】  ３種ですね。 

【議  長】  事務所のように人がいる、そういう状態をつくらせるというか、それ

をやらないと、これだけの広い場所。 

【２番委員】  それをこちらが要望したやつを、はい、じゃ、そうしますといって、
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ああ、そうですかと許可しちゃったら、それで終わりだよ。極端なことを

言うと、我々は来月で終わりだからさ。 

【議  長】  これは総面積はどのぐらいありますか。 

【２番委員】  面積的には相当大きいよね。 

【主  事】  合計で1,152.66平米です。 

【２番委員】  要望して、はい、やります、口頭で要望するでしょう。じゃ、管理は

徹底しますと、許認可を出した場合に、もしそういうふうにならなかった

場合、誰が責任をとるのといったら、オーケーした我々に責任が来るんじ

ゃない。そういうふうな懸念は払拭しなきゃいけないんじゃないかな。

今、会長が言うように、これだけの資材置場を無人でずっと置いておい

て、巡回するからといって、巡回するんだって、本当に巡回しているかど

うかわかりゃしないじゃない。極端なことを言うと。疑ってかからなきゃ

しようがないと思うんだけれども。それは言葉では幾らでも言えるよな。

それで、連絡場所、対策を向こう側から出してもらわないことには、みん

な納得しないと思うんだけど。 

【議  長】  いつまでもこの件について審議をするということには無理かなという

ふうに思います。そこで、先ほど局長のほうから管理体制、そういうこと

について会社側に申し入れるという話もありました。その辺の話を詰める

ということで、今日、この決をとらないで、継続で、その辺が少し見えて

きたら、来月に許可の承認をするということで、今日のところは継続審議

ということで持ち込みたいんですが、いかがでしょうか。このまま決をと

るまでいきません。 

【２番委員】  これ、受け付けちゃったら全部許可しなきゃいけないということじゃ

ないでしょう。 

【議  長】  といって、許可をしないということではなくて、もう少し説明を。 

【２番委員】  きちっと回答があるまで待ちましょうということ。 

【議  長】  それでいきますか。この状態で皆さんに採決をするという状態では、

ちょっと無理だなというふうに思います。 

【２番委員】  みんなが手を挙げるかどうか。異議なしと。 

【議  長】  問題点を絞らないと、何もしないで継続というわけにはいきませんの
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で、事務所が遠いというのが理由になるかわかりませんけれども。 

【２番委員】  管理体制だな。 

【議  長】  その辺の管理体制をもう少しあらわしてほしいということと、先ほど

５番委員が言われた、学校の正門に近いということで、ガードマン等の。 

【２番委員】  要望的な部分をまとめて、こちら側から出して、その要望に対する回

答をきちっとするのであれば、来月審議をして、許可相当であれば、みん

なの採決をとるということだろうな。 

【議  長】  何点かというふうに絞って。何も出さないで、継続で、１カ月延ばせ

ないからね。 

【２番委員】  問題点を列挙した部分で、回答待ちということだろうな。 

【議  長】  いずれにしましても、このままの計画では事業の確実性が不十分と判

断せざるをえない。このため継続審議としたいと思います。先ほどから話

がありますとおり、普段からの管理体制や緊急の時の対応方法、それか

ら、小学生に危険がないように、車両の出入りのときの配慮、この２点を

はっきりさせるよう要望することといたしまして、その結果によって、次

回総会で改めて審議をするということでいかかでしょうか。 

        （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、この件につきましては、継続審議といたします。

 次にまいりたいと思います。 

 ９ページに移ります。 

 日程第４、議案第７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２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に提出する際、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２、被相続人は、上郷■■■■■■■、■■■■、相続人は、

上郷■■■■■■■、■■■■、引き続き農業経営を行っている期間は、

平成２５年２月２３日から平成２８年２月２５日までです。特例農地等の
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明細ですが、大谷字■■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、■

■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。１筆が農振農用地区域内の

田、１筆が市街化区域内の生産緑地の畑で、田、■■■平米、畑、■■■

平米、合計、■■■■平米です。事務局で２月１６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】  それでは、事務局から説明が終わりました。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。 

        （「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、承認される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、続きまして、受付番号３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３、被相続人は、大谷北■■■■■■■■■、■■■■■、

相続人は、大谷北■■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業経営を行

っている期間は、平成２５年５月１日から平成２８年２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、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりです。４筆と

も市街化区域内の生産緑地の畑で、合計、■■■平米です。事務局で２月

１６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】  それでは、説明が終わりました。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３について、賛成の方の挙手をお願いします。 
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          （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。 

 １１ページに移ります。 

 日程第５、議案第８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６についてですけれども、■■番委員、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いたします。 

        （■■番委員退席） 

【議  長】  受付番号６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

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６、借り手は、本郷■■■■■■、■■■、貸し手は、本郷■

■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は１筆で、本郷字■■■■■■

■■、現況地目、畑、■■■平米です。貸し借りの種類は、賃借権の設

定、利用目的は、普通畑、貸し借りの期間は、平成２８年３月１日から平

成３０年１２月３１日までの３年間、借賃は、年額１万円、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。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。これより質疑に移ります。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、採決に移ります。 

 受付番号６について、賛成の方の挙手をお願いします。 
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          （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。 

 ■■番委員、着席を願います。 

        （■■番委員着席） 

【議  長】  それでは、続きまして、受付番号７番、８番については、関係があり

ますので、事務局から一括で説明をお願いします。 

【主  事】  受付番号７、借り手は、杉久保北■■■■■■■、■■■■■■■■

■■■■、代表取締役■■■■、貸し手は、杉久保南■■■■■■■、■

■■■、貸し借りする農地は４筆で、上郷字■■■■■■■、現況地目、

田、■■■平米、ほか３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３月

１日から平成３６年１２月３１日までの９年間です。農振農用地区域内の

新規の計画です。また、借り手は、市内の農業生産法人で、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。 

 続きまして、受付番号８、借り手は、同じく杉久保北■■■■■■■、

■■■■■■■■■■■■、代表取締役■■■■、貸し手は、国分北■■

■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は３筆で、今里字■■■■■

■、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、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３月１日から平成３４年１２月３１日までの７年間です。農業

振興地域内及び農振農用地区域内の新規の計画です。また、借り手は、市

内の農業生産法人で、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】  それでは、説明が終わりました。これより質疑に入ります。受付番号

７について、ご質問、ご意見ありましたらお願いをいたします。 

        （「なし」の声あり） 
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【議  長】  ないようですので、採決に移ります。 

 受付番号７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。 

 同じく受付番号８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。 

 １２ページに移ります。 

 続きまして、受付番号９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９、借り手は、大谷北■■■■■■■■■、■■■■、貸し

手は、大谷南■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は１筆で、大

谷南■■■■■■■、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２８年３

月１日から平成３０年１２月３１日までの３年間、借賃は、年額１万

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。

農振農用地区域内の新規の計画です。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】  説明が終わりました。これより質疑に移ります。ご意見ありましたら

お願いいたします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、採決に移ります。 

 受付番号９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１０番、１１番については、関連がありますの

で、事務局から一括して提案説明をお願いします。 
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【主   事】  受付番号１０、１１は、借り手が、神奈川県農業公社となっておりま

す。これは、農地中間管理機構による貸し借りでございます。 

 提案説明の前に、農地中間管理事業について説明をさせていただきま

す。平成２６年８月にも１度説明をしており、皆様よくご存じかもしれま

せん。繰り返しの内容になってしまうかもしれませんが、ご容赦くださ

い。 

 それでは、資料１０をごらんください。資料１０の２ページ目の上の段

をごらんください。農地中間管理事業の仕組みです。農地中間管理事業と

は、農業の経営規模の縮小や、経営転換、または農地の相続があったが、

自身では耕作ができないなどの場合に、農地中間管理機構、ここからは機

構と省略して呼ばせていただきますが、機構がその農地を借り受け、規模

を拡大したい方や、新しく農業を始めたい方などに貸し付けることによっ

て、農地の利用の集積を図る仕組みとなっております。特にまとまった形

で担い手へ貸し付けたり、担い手が見つかるまでの間は機構が農地を管理

したり、場合によっては簡易な整備を行うなど、耕作放棄につながりかね

ない農地を生かすことのできる事業となっております。都道府県によっ

て、農地中間管理機構の母体となる組織は異なりますが、神奈川県では、

神奈川県農業公社というところが機構として指定されております。 

 次に、ページの下の段をごらんください。機構が借り受けることのでき

る農地ですが、農業振興地域内であること、著しく利用困難でないこと、

その地域に十分な借り受け希望者が確認できること、そのほか、農用地の

利用の効率化及び高度化に資すると見込まれるものであることなどが要件

となっております。原則として、機構が借り受ける期間は１０年以上であ

り、機構が借り受けてから１年間が経過しても借り受け希望者が見つから

なかった場合には、出し手のほうに農地が返還される仕組みとなっており

ます。 

 次に、１ページ飛ばして、資料の４ページをごらんください。実際、こ

の仕組みを使うとどのようなメリットがあるのかということが記載されて

おります。農地中間管理事業を使用することによるメリットしましては、

地域に対する協力金、個々の出し手に対する協力金と大きく２つの支援制
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度がございます。一番上の段ですが、地域に対する支援です。海老名市の

場合、海老名市内の全ての農地のうち、２割以上が機構へ貸し付けられた

場合、また、その割合及び面積や時期に応じて協力金が支払われます。 

 中段、個々の出し手に対する支援という欄ですが、まずは左側の経営転

換・リタイアする場合の支援という欄をごらんください。経営転換協力金

と呼ばれるものです。こちらは、機構に貸し付けることによって、経営転

換をする農業者、リタイアする農業者などが対象となり、所有している全

ての農地を１０年以上機構へ貸し付け、また、その農地が機構から借り手

に貸し付けられる、又貸しという形で貸し付けられることによって、その

面積に応じて協力金が支払われます。 

 次に、右側です。農地の集積・集約化に協力する場合の支援という欄を

ごらんください。耕作者集積協力金と呼ばれるのです。こちらは、機構が

既に借りている農地に隣接する農地を貸し付けた所有者や、その農地を耕

作していた耕作者が対象となり、その農地を１０年以上機構へ貸し付け、

また、その農地が機構から借り手に貸し付けられることによって、その面

積及び時期に応じて協力金が支払われます。まとまった農地を担い手へ貸

し付けることを支援する目的の制度です。 

 下段、借り手のメリットです。借り手には、知事指定の機関が間に入る

ため、安心して耕作ができるということや、機構との契約だけで済むため

に、賃料等の支払いに手間がかからないこと、まとまった農地を借りるこ

とができる場合があり、農作業の効率化により、生産性が向上するなどの

メリットがあるとこちらには記載がございます。 

 以上が農地中間管理事業の仕組みでございます。 

 今回、この仕組みを使って貸し借りがしたいという申し出がございまし

た。資料１０の３ページのほうに戻っていただきます。農地中間管理事業

を使った貸し借りの流れでございますが、上の段、農地を貸したい場合と

いう欄をごらんください。農地を貸したい方、出し手は、機構と相談し、

協議が整った際には、機構との貸し借りの手続を行うこととなります。農

地中間管理事業による農地の貸し借りの手続は、大きく２通りございま

す。１つが、農地法の第３条による場合です。農地について、所有権の移
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転や貸し借りの権利などの設定などをする場合には、農地法第３条に基づ

き、農業委員会の許可が必要になりますが、農地中間管理事業の場合に

は、その例外が設けられており、機構が農業委員会へあらかじめ届出をす

れば、許可不要で出し手から機構へ農地を借りることができる仕組みがご

ざいます。 

 もう１つが、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りで、農用

地利用集積計画を作成する方法です。今回は、その２つ目の農用地利用集

積計画による貸し借りの申し出がございました。 

 次に、下の段の農地を借りたい場合という欄をごらんください。機構が

農地を出し手から借り受けた後、今度は、担い手として応募している方へ

機構がその農地を貸し付けます。機構と協議を行い、その協議が整った際

に、機構は農地中間管理事業法に基づく農用地利用配分計画を作成しま

す。県がその配分計画を作成、決定し、その公告があったときに、借り手

へ耕作権が設定されるということになります。通常、農地の貸し借りにつ

いては、先ほど申し上げた２通り、農地法によるものと、農業経営基盤強

化促進法によるものでしか成立はしない仕組みになっておりますが、機構

が出し手から借りた農地を担い手へ又貸しするときのみ、特例としてこの

農用地利用配分計画を作成、公告することで、貸し借りが成立する仕組み

でございます。また、機構が担い手へ又貸しする場合、あるいは担い手か

ら又貸ししていた農地の返還を受ける場合には、出し手の同意は必要な

く、できる仕組みになっておりまして、その取り決めについて、今回の農

用地利用集積計画作成申出書へも記載がございます。 

 仕組みの説明は以上でございます。 

 説明が長くなってしまい、申しわけありませんが、提案説明をさせてい

ただきます。今回は、貸し手が農地中間管理機構へ貸し付けるという内容

の申出でございます。 

 受付番号１０、借り手は、横浜市中区日本大通５番地２、公益社団法人

神奈川県農業公社、会長小野義博、貸し手は、本郷■■■■■■■■、■

■■、貸し借りする農地は１筆で、本郷字■■■■■■■■、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
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は、水田、貸し借りの期間は、平成２８年３月１日から平成３７年１２月

３１日までの１０年間です。農業振興地域内の新規の計画です。また、借

り手は、農地中間管理機構です。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項第２号では、借り手の要

件として、耕作または養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用

して、耕作または養畜の事業を行うと認められること、耕作または養畜の

事業に必要な農作業に常時従事すると認められていることという要件が借

り手の要点としてございますが、農地中間管理機構が、農地中間管理事業

の実施によって利用権の設定等を受ける場合にはこの限りではないとされ

ておりますので、この案件について特に問題ないと思われます。 

 続きまして、受付番号１１、借り手は、同じく横浜市中区日本大通５番

地２、公益社団法人神奈川県農業公社、会長小野義博、貸し手は、本郷■

■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は１筆で、本郷字■■■■

■■■、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２８年３月１日から

平成３７年１２月３１日までの１０年間です。農業振興地域内の新規の計

画です。また、借り手は、農地中間管理機構です。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、１０番、１１番、説明が終わりました。一括してご質問あ

りましたらお願いいたします。 

【６番委員】  中間管理機構を使っての貸し借りになると思うんですが、これはまず

地権者が公益法人の農業公社に貸し出すということですよね。中間管理機

構が農業公社だとすると、今度、農業公社が耕作者を見つけるということ

になるわけですよね。その間の耕作放棄みたいなのはどうなるのかなとい

うのが１点目。それと、２点目に、これは利用集積で出して、今度、耕作

者が見つかったときも同じようにこういうふうな利用集積に、今度、県の

ほうから海老名市に上がってきて、第三者の耕作者に通知されるのか、そ

れとも、今度、県と相対で耕作者とやるのか、それとあと、今回はただ一

方だけの通行なので、まだ耕作者は見つかっていないですから、支払いと
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いうのは始まっていないわけですね。 

【２番委員】  使用貸借。 

【６番委員】  それ、ずっと使用貸借でやるの。 

【２番委員】  こっちが使用貸借と一緒だよ。 

【６番委員】  それはいいんですか。わかりました。その２点、教えてください。 

【主  事】  まず１点目の借り手が見つかるまで機構が借り受けていた農地はどう

なるのかというお話ですが、資料１０の２ページの上の段のところ、「農

地管理中間事業のしくみ」というところで、農地中間管理機構と大きく書

いてある真ん中のほうなのですが、機構が担い手を見つけて貸し付けるま

での間は、農地の管理は機構が行うという仕組みになっておりますので、

耕作放棄とならないように機構が管理をするということになっておりま

す。ただ、借り受け期間、原則としまして、機構が借り受けて１年間が経

過しても借り受け希望者が見つからなかったという場合には、その農地は

出し手のほうに返還されるという仕組みになっていますので、１年間は機

構が管理をして、それでもなければ、権利は所有者の方に戻ってしまうと

いう仕組みになっております。 

 もう１つ、借り手が見つかったというときですが、今度、県が農用地利

用配分計画というものを作成するという事務の流れになっています。作成

された農用地利用配分計画案に関して、必要があると認めるときには農業

委員会に意見を求めるという仕組みがございます。農業委員会のほうで借

り手の方が適正かどうかですとか、そういった形で意見を出していただい

て、配分計画案が作成されます。その配分計画を今度県が公告して、その

ときに初めて貸し借りが成立するという仕組みになっております。 

【６番委員】  わかりました。利用集積は海老名で登録されているわけですね。そこ

ら辺はちゃんと例えば１０年なら１０年で、借り手が見つかろうが、見つ

かるまいがというのが１年で返しちゃうんでしょうけれども、それは１０

年というのは守られないで、１年で返しちゃうという話になるわけです

ね。借り手が見つからない場合は。その場合は、利用集積を変更というこ

とで農業公社が出すのか、さっき言った利用配分計画をまた違う形で出す

んですかね。そこら辺をちょっと聞いておいていただければと思うんです
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けど。利用配分というのは決まったら出すわけですね。決まらないで返す

というときは、また利用集積を、海老名はそのままになっちゃうわけです

ね。返ってくるのか。回答が。 

【主  事】  借り手が見つからずに返還というときには、解約という形で届出を出

していただいているんですが。 

【６番委員】  県からもらわないとならないんじゃないかなと思って。 

【主  事】  貸し借りの解約が必要かどうかについては、申しわけございません、

調べさせていただいて。 

【６番委員】  それがわからないと、農業者はわからないですよね。通知がちゃんと

返ってくるようにしておいてもらわないとまずいんじゃないかというのが

意見です。出すのはいいです。書面で出して。 

【２番委員】  交付金というのはいつ出るの。 

【議  長】  交付金というのは、２割を超えなきゃだめなんでしょう。その市で。

団体交付？ 

【主  事】  協力金のほうに関しましては、２割以上というのは、市に対して出る

というものになっていまして、海老名市内全域の農地が２割以上この仕組

みを使って貸し付けられると、海老名市に対して協力金が出るという仕組

み、地域内の農地の一定割合以上ということで、海老名市の２割以上が貸

し付けられるということですが、個々の出し手に対する支援ということ

で、経営転換ですとか、リタイアをする場合ということで、自分が持って

いる農地を全て機構へ貸し付けて、農業経営をやらない方でしたりとか、

相続などで農業経営やっていかないよということで、持っている農地を全

て貸し付けて、それを１０年以上機構に貸し付けて、それが機構から受け

手に又貸しが成立すると出る交付金というものもございます。それとは別

に、既に機構が借りている農地の隣を持っている方が機構にその土地を貸

し付けて、また借り手がそこを機構から借りるという場合でも協力金がご

ざいまして、それぞれ経営転換協力金と呼ばれるものと、耕作者集積協力

金と呼ばれるものがあります。こちらの２つに関しては、農地の出し手に

対して協力金が出るという仕組みになっております。 

【２番委員】  もう１つは、今、農業公社がこれは借り受けてやるというのと、今
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度、耕作者の募集はどういうふうになっているの。海老名市のほうで取り

まとめて、農業公社へ申し入れるの。それとも、個人が農業公社に申し入

れるの、それはどっち。 

【主  事】  農業公社のほうで募集をしています。今、公社のほうにどなたが手を

挙げているとかという情報がありまして、それが海老名市のほうにも情報

提供として送られてくるという形にはなっております。 

【議  長】  今、質問が一、二出たんですけれども、ほかにあるでしょうか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、１０番、１１番について、採決に移りたいと思い

ます。賛成の方の挙手をお願いします。 

          （挙 手） 

【議  長】  賛成の方、全員でございますので、承認といたします。 

 １３ページ、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。 

 （１）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条の受付番号１から６番までの６件、農地法第５条の受付番号

１から５までの５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

則として県知事また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、１４ページをごらんください。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１月

１日から１月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号１から６

までの６件で、田、2,305.26平米、畑、1,329.70平米、合計、3,634.96平

米です。 

 続きまして、議案書の１５ページ、１６ページをごらんください。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、
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同じく平成２８年１月１日から１月３１日までの間に届出がされたもので

す。受付番号１から５までの５件で、畑、９９８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、説明が終わりました。これより質疑に入ります。一括して

質疑を受け付けますので、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、了承といたします。 

 次に、１７ページ、（２）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、耕作者のあっせん希望があった場合

のみ、現地調査をいたします。 

 議案書の１７ページをごらんください。受付番号３は、中新田の■■■

■さんの死亡による相続です。受付番号３、権利を取得した者は、中新田

■■■■■■■■■、■■■、権利を取得した日は、平成２７年４月７

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

によるあっせん等の希望は、なしです。届出に係わる土地の所在ですが、

中新田字■■■■■■■、田、■■■平米です。 

 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、了承といたします。 

 次に、７番のその他でございますが、皆さんから何かご意見、ご質問あ

るでしょうか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、事務局からありますか。事務局、お願いします。 
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【事務局長】  それでは、お疲れのところ、済みません、もう１件お願いしたいと思

います。 

 海老名市農地利用最適化推進委員の候補者の選考についてということで

お願いしたいと思います。今、係長から資料をお渡ししておりますけれど

も、まず、前段といたしまして、農業委員と農地利用最適化推進委員につ

いて、推薦、団体からの推薦または一般公募ということで、法律に基づき

まして、海老名市では１月１５日から２月１０日まで受け付けをいたしま

した。その結果が、事前に机の上にお渡ししております一覧表があるかと

思います。Ａ４の横の３枚あるかと思います。そちらをまずごらんいただ

ければと思います。一番上が農業委員募集状況ということで、２月１０日

現在、締め切った時点の最終のものでございます。こちらは最終状況とい

うことで、今、ホームページのほうでも公開しております。まず、１枚目

にありますのが、団体による推薦でございます。順番はあいうえお順で掲

載しております。市内の各生産組合、または各種団体等から推薦をいただ

きました方が１３名おられます。そのうち、認定農業者の方が２名という

状況でございます。 

 続きまして、１枚めくっていただきますと、今度は６名の方が載ってい

ます。こちらは農地利用最適化推進委員の推薦状況ということで、こちら

も２月１０日で締め切ったところでございます。こちらが推進委員で、団

体による推薦ということで、こちらも市内の生産組合のほうからというこ

とで、６名の方、推薦をいただいております。 

 また、もう１枚めくっていただきますと、こちらは一般募集ということ

で、法律でも公募をしなければならないという規定になっておりますの

で、一般募集をしております。こちちは５名の方に応募していただいてい

まして、その中で３番の人以外は農業委員と農地利用最適化推進委員、両

方に応募いただいております。結果、農業委員としましては、１３名の団

体からの推薦、プラス、５名の一般公募ということで、１８名の方でござ

います。農地利用最適化推進委員のほうは、団体からの推薦が６名と、公

募の方５名のうち４人が応募しておりますので、１０名ということで、今

現在の状況でございます。会長からも冒頭挨拶の中でありましたとおり、
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２月１７日の水曜日に農業委員候補者の選考委員会を開催いたしました。

その中で、最終的には１枚目にあります農業委員につきましては、団体か

らの推薦の１３名の方、あと、公募の方で、真ん中３番目にあります■■

さんという方、計１４名の方を、選考委員会の中で農業委員の候補者とい

うことで決定しております。最終的な決定につきましては、３月の明日か

ら議会が始まりますけれども、その中で議会の同意を得まして、市長が任

命するということで、今、１４名の方を議会に上程する準備をしていると

ころでございます。以上が農業委員の選考委員会等の結果の報告でござい

ます。 

 これからは農地利用最適化推進委員につきまして、候補者の選考を今日

この場で委員の皆様にお願いしたいということでございます。今、お配り

しましたホチキス留めのもの、こちらが農地利用最適化推進委員の推薦の

用紙でございます。上から６人の方が、各生産組合から推薦をいただいた

６名の方、続きまして、４名の方が、一般公募で、農地利用最適化推進委

員に応募した方、計１０名の方の推薦の用紙を今お手元に配付させていた

だきました。 

 それで、名前の中に現の■■委員いられますけれども、通常の農業委員

会の議案の中ですと、農地法の議事参与の制限があるんですが、今回は候

補者の決定というわけではなくて、候補者の選考ということですので、参

加をいただいていますので、ご理解いただければと思います。 

 それで、あともう１枚、選出の採点表というのがあるかと思います。そ

れで、大変お疲れのところ申しわけないのですが、この採点表に記入して

いただきますので、それで集計をして、候補者の選考をいたしたいと思い

ます。方法につきましては、こちらのホチキス留めの推薦・応募用紙の写

しがございますので、それに目を通していただいて、それを参考にしなが

ら、１枚ものの採点表、上段に団体推薦の方が６名書いてあります。一般

公募の方は、３番目の方は最適化推進委員のほうは応募しておりませんの

で、欠番になりますけれども、１、２、４、５の４名、合計１０名の方に

つきまして、まず、採点表の中段のところに適格要件ということが、可か

否かという欄があるかと思います。まず、推薦・応募用紙を見ていただい
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て、農地利用最適化推進委員として資格があるのではないかと思われる方

には丸をつけていただければと思います。これは６名ということではござ

いませんので、十分最適化推進委員にふさわしいのではないかという方で

したら可のほうに丸をつけていただいて、その資質がないと思われる方に

は否のほうに丸をつけていただければと思います。最終的には、一番右の

欄、委員選出という、太枠で囲ってある表がありますけれども、そこに適

格要件で資格はあるんですが、条例で定数は最適化推進委員は６名という

ことで定められておりますので、その中で特に委員として選出するにふさ

わしい方６名について丸をつけていただければと思います。資料に目を通

していただいて、６名の上位の候補者の選考ということでお願いしたいと

思います。最適化推進委員につきましては、最終的には、農業委員会が委

嘱するということになっておりますので、４月の新しい委員になったとき

の初の総会で決定をしていただくという予定で今考えておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 もし何かご質問等あれば。 

【議  長】  それでは、今、局長のほうから説明がありました。１０分間ぐらい休

憩をとりまして、その間に皆さん、採点をお願いします。 

          〔休  憩〕 

【議  長】  それでは、事務局のほうから、農業推進委員の結果、上位の候補者の

決定ですか、発表してもらいます。 

【事務局長】  ご協力どうもありがとうございました。それでは、私のほうから、集

計結果を発表させていただきます。今日は１７人の委員がおられますの

で、今、採点表は回収いたしましたけれども、団体推薦の方の１番から順

番に得票数を発表させていただきます。 

 まず、１番目の方、■■■さん、１７票、２番目、■■■■さん、１６

票、３番の■■■さん、１７票、４番、■■■■さん、１７票、５番、■

■■■さん、１６票、６番、■■■■さん、１７票、一般公募の方で、１

番目、■■■■■さん、ゼロ票、２番目の■■■■さん、ゼロ票、４番

目、■■さん、１票、５番の■■さん、１票という結果でございます。そ

れで、農業委員会といたしましては、今の結果を持ちまして、得票数が上
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位の６名の方を農地利用最適化推進委員ということで、上位の候補者とし

て選考させていただきたいと思います。最終的には、この上位６名の方に

つきまして、候補者として、４月の初の総会のときに議案として提出させ

ていただいて、決定を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。どうもありがとうございました。 

【議  長】  それでは、今日の定例会、全て審議を終了いたしました。 

 職務代理から閉会のご挨拶をお願いします。 

【２番委員】  これをもちまして、平成２８年第２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。慎重審議、ありがとうございました。 

（終了 午後５時０５分） 


