
平成２８年第３回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２８年３月２８日（月）

                           １３時３０分～１６時１５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３回海老名市農業委員会定例総会議事録 

  平成２８年３月２８日「平成２８年第３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１８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  田野口 孝志  14番  橋本 信行    15番 牛村  功   16番 落合 宗任

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

事務局の出席は次のとおりである。 

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

会議事項は次のとおりである。 

 日程第１ 議案第９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10号 農地法第４条の規定による許可申請について 

 日程第３ 議案第11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12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13号 農用地利用集積計画（案）について 

 日程第６ 議案第14号 平成２９年度農業関係税制改正事項の要望（案）について 

 日程第７ 議案第15号 平成２９年度県農林業施策並びに予算に関する要望（案）

について 

審議事項は次のとおりである。 

⑴  農地造成工事施工届出書について 

⑵  非農地証明書の証明願いによる専決処分について 

⑶  農地転用届出による専決処分について 

⑷  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

⑸  平成２７年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）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、１６番委員、１７番委員にお願いします。 
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       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。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  これより５．付議事項に入ります。 

 次に、５ページに移ります。 

 これより付議事項に入ります。 

 日程第１、議案第９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。 

 事務局から提案説明をさせます。 

【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。 

 前回の定例総会で、この３条許可申請の審査基準のうち、下限面積に

ついては見直しを行い、３０アールにすることと決定されました。この

公示は、先日、３月１８日にいたしましたが、その中で、新しい３０ア

ールという下限面積は、２８年４月１日から適用することといたしまし

た。したがって、４月以降の農業委員会での審議では、新しい審査基準

で審査を行います。現在受け付けております議案書の６件については、

今現在はまだ下限面積要件は従前どおり４０アールですので、審議いた

だく際にご注意いただければと思います。 

 議案書５ページをごらんください。 

 受付番号１０、申請地は、杉久保北■■■■■■■■、台帳地目、

畑、現況地目、畑、■■■平米、譲受人は、杉久保北■■■■■■■

■、■■■■■、譲渡人は、綾瀬市小園■■■■■、■■■■■、市街
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化調整区域、農業振興地域内の田の所有権移転の申請です。目的は、経

営規模拡大です。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、地区委員の意見をいただきたいと思います。18番委員、お願

いします。 

【18番委員】  ■■さんのこれは規模拡大ということで、購入なんですよね。譲渡人の

■■さんというのは親戚筋に当たりまして、■■さんが借りてずっと耕

作をしておりました。どういう理由かわかりませんが、買い取りという

形で土地を購入するケースでございます。■■■■■ というのは、

名義はおばあさんなんですね。私のところに説明に来られて、何でおば

あさんの名義にしたのかと聞いたんだけど、お金があるからどうのこう

のと言っていたけど。私より２つ上の２６年生まれで、長男の方が、■

■さんという方が何年も耕作しております。それと、周りの畑もみんな

きれいにしておりますし、実際問題、今もきれいな状態でありますの

で、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】  譲受人の■■■■■さんの農家世帯としての状況は、■■■さんと、息

子の■■■■さん、■■さんの妻の■■さん、■■■さんの夫の■■さ

ん、■■■さんの孫の■■さんの５人が農業従事者だそうです。■■■

さんの農業経験年数は６０年、農業従事日数は、年間９０日、息子の■

■さんの農業経験年数は４０年、農業従事日数は、年間３００日、■■

さんの妻の■■さんの農業経験年数は３０年、農業従事日数は、年間２

７５日、■■■さんの夫の■■さんの農業経験年数は６０年、農業従事

日数は、年間６０日、■■■さんの孫の■■さんの農業経験年数は８

年、農業従事日数は、年間１０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２台、管理機２台、田植機

２台、防除機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
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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、現地調査班のご意見をいただきたいと思います。班長の15番

委員、お願いします。 

【15番委員】  ２５日に現地を確認しに行ってきました。きれいに管理されていますの

で、問題はないと思います。 

【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１０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１１について、これは市外の方ですので、事務

局から提案説明と補足説明をあわせてお願いいたします。 

【主  事】  受付番号１１、申請地は、中央■■■■■■■■■、現況地目、田、台

帳地目、田、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりです。合計、■■

■平米、市街化調整区域、農業振興地域内の田です。譲受人は、綾瀬市

小園■■■■■、■■■■、譲渡人は、綾瀬市小園■■■■■、■■■

■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、世帯内贈与です。現地の案

内図は、資料２をごらんください。 

 補足説明を続けていたします。申請書の記載及び綾瀬市農業委員会事

務局への聞き取りによると、譲受人の■■■■さんの農家世帯としての

状況は、■■さんと、父の■■■■さん、母の■■■さん、おばの■■

さんの４人が農業従事者だそうです。譲受人の■■さんの農業経験年数

は２年、農業従事日数は、年間１００日、■■さんの父の■■さんの農

業経験年数は３０年、農業従事日数は、年間１２０日、■■さんの母の

■■■さんの農業経験年数は１９年、農業従事日数は、年間６０日、■
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■さんのおばの■■さんの農業経験年数は２５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、海老名市分と綾

瀬市分を合わせて、田が■■■■平米、畑が■■■■平米、合計、■■

■■平米です。機械は、耕耘機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15番委員よりご意見をいただきたいと思い

ます。 

【15番委員】  写真のように水田として管理されておりますので、問題はないと思いま

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１１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１２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１２、申請地は、中新田■■■■■■■■、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。合計、■■

■■平米、市街化調整区域、農業振興地域内の畑です。譲受人は、中新

田■■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、中新田■■■■■■■■

■、■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、世帯内贈与で

す。現地の案内図は、資料３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】  場所は、中新田■■■、今、土地区画整理が進んでいる南側の一角で

す。今回、■■アールの畑で、世帯内贈与とのことです。■■■■さん

は、中新田の中では多分ベストスリーに入るような経営面積で、キャベ

ツ、ハウスでトマト、キュウリ等、即売ではなくて、市場出しをしてお

ります。息子の■■さんは、多分３年から４年前に就農したと記憶して

います。世帯内贈与ですので、特に問題ないと思われますので、審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 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】  譲受人の■■■■さんの農家世帯としての状況は、■■さんと、■■さ

んの父の■■さんの２人が農業従事者だそうです。農業経営主は、■■

さんです。譲受人の■■■■さんの農業経験年数は３年、農業従事日数

は、年間３００日、経営主で、■■さんの父の■■さんの農業経験年数

は６０年、農業従事日数は、年間３００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１台、耕耘機２台、田植機１台、

コンバイン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。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15番委員よりご意見をいただきたいと思

います。 

【15番委員】  非常にきれいに管理されていましたので、何ら問題はないと思います。 

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

ましたらお願いをいたします。 



 7

        （「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１２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。 

 議案書の６ページ、受付番号１３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１３、申請地は、本郷字■■■■■■■、台帳地目、畑、現況

地目、畑、■■■平米、市街化調整区域、農業振興地域内の畑です。譲

受人は、本郷■■■■■■、■■■■■、譲渡人は、本郷■■■■■

■、■■■■■、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、本郷地区でございます。20番委員、地区委員のご意見をお願

いします。 

【20番委員】  ■■■■■さんなのですけれども、奥さんと、息子さんは会社員なので

すが、休みのときにお手伝いしているということです。主にトマトのハ

ウス栽培、それと季節野菜とかの作付を行っている方です。今回は経営

規模拡大ということですので、全く問題ないと思いますので、よろしく

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】  譲受人の■■■■■さんの農家世帯としての状況は、■■■さんと、■

■■さんの妻の■■■さん、息子の■■さんの３人が農業従事者だそう

です。農業経営主は、■■■さんです。譲受人の■■■■■さんの農業

経験年数は５２年、農業従事日数は、年間３００日、■■■さんの妻の

■■■さんの農業経験年数は３５年、農業従事日数は、年間３００日、

息子の■■さんの農業経験年数は８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３
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台、耕耘機１台、コンバイン１台、防除機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、班長の15番委員よりご意見をいただきたいと思

います。 

【15番委員】  写真の両側にガラスの温室があるのですけれども、これは■■■■■さ

んの所有のものです。そういうことですので、何ら問題はないと思いま

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】  質問がないようですので、採決に移ります。 

 受付番号１３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１４と１５について、関連がありますから、事

務局から一括して提案説明をお願いします。 

【主  事】  受付番号１４、申請地は、大谷字■■■■■■、台帳地目、田、現況地

目、畑、■■平米、市街化調整区域、農業振興地域内の畑です。譲受人

は、大谷南■■■■■■■■、■■■、譲渡人は、大谷南■■■■■■

■■、■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、交換による有

効利用です。 

 続きまして、受付番号１５、申請地は、大谷字■■■■■■、台帳地

目、田、現況地目、畑、■■平米、市街化調整区域、農業振興地域内の

畑です。譲受人は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、大
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谷南■■■■■■■■、■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的

は、交換による有効利用です。それぞれの申請地は、すぐ隣り合うよう

なところにあります。案内図は、資料５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。６番委員、お

願いします。 

【６番委員】  場所は、南伸道路を市役所の前からずっと南のほうへ行きますと温室が

あります。■■■■■、そこのちょうど洋蘭園の温室のすぐ北側という

のですか、こちらが手前側になりますけれども、そこの温室のところの

北口の入り口のほう、■■さんは■■■■■■を持っておられて、その

裏側に■■■さんが■■■■を持っておられまして、■■さんの北側の

温室への入り口がないということで、その入り口とそこの部分を■■さ

んが譲られて、裏側に■■さんがありますので、そこを等価交換したい

というふうなことです。■■さんと■■さんが同じ面積を交換されると

いうことで、■■さんも■■さんも大谷なので、そういうふうなことで

お願いしますということで申し出がありました。そういう状況でござい

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】  受付番号１４についてですが、譲受人の■■■さんの農家世帯としての

状況は、■さんと、母の■■さん、■さんの兄の■■さんの３人が農業

従事者だそうです。農業経営主は、■さんです。譲受人の■さんの農業

経験年数は２０年、農業従事日数は、年間３００日、■さんの母の■■

さんの農業経験年数は５０年、農業従事日数は、年間２００日、■さん

の兄の■■さんの農業経験年数は３０年、農業従事日数は、年間１００

日だそうです。■■さん世帯の農業経営面積は、田が■■、畑が■■■

■平米、合計、■■■■平米です。機械は、トラクター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。 
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 次に、受付番号１５ですが、■■■■さんについてです。譲受人の■

■■■さんの農家世帯としての状況は、■■さんと、娘の■■■さん、

■■■さんの夫の■■さんの３人が農業従事者だそうです。経営主は、

■■さんです。譲受人の■■さんの農業経験年数は６０年、農業従事日

数は、年間２００日、■■さんの娘の■■■さんの農業経験年数は２０

年、農業従事日数は、年間８０日、■■■さんの夫の■■さんの農業経

験年数は１０年、農業従事日数は、年間４０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１台、耕耘機１台、田植機１台、

防除機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。 

 どちらの案件についても、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。これらのことから、この２つの案件に関してそれぞれ問題ないと思

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15番委員よりご意見ありましたらお願い

します。 

【15番委員】  隣地ですので、問題はないと思います。 

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

ましたらお願いをいたします。 

 今、地区委員、６番委員から、入り口がないのでというふうな説明が

あったと思うのですが、入り口というのは、北側に入り口を設けるとい

うことですか。 

【６番委員】  ■■さん、裏にも持っておられるんです。 

【議  長】  裏が畑ということ。 

【６番委員】  裏が畑。それが主で、温室のところへも、できればそこから入りたいな

という、２つの希望があったみたいです。 
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【２番委員】  実は平成１８年会のときの農業委員の方はこの件についていろいろ知っ

ていると思うのですけれども、この北側にもう１本道路があるのです

ね。これも、これを埋めるときに、北側に道路がないと、ここの部分で

畑に入れないので、どうするんですかというふうな意見があったんで

す。だけれども、南側に畑があって、そこから入れば全然問題ないとい

うふうなことを言われたのです。 

 これはいろいろな話になっちゃうのですけれども、農用地ですから、

駐車場とか、ここで営業はできない、商売はできない。商売をやるので

はなくて、温室だけでやるのならやむを得ないかなという話があったん

ですが、今になると、大々的に看板まで掲げて、それで、のぼりまで立

てて、それでここで商売をやられている。ちょっと目的が違うんじゃな

いかという部分を薄々感じています。許可する条件としては、耕作以外

に使用しないという部分を明確化していないといけないのではないかと

いう部分が先ほど感じられましたので、できればくぎを刺す意味でも、

耕作以外に使用できないのだよという部分をこの許可条件につけ加えた

らどうかと提案します。 

【議  長】  今、２番委員から、農地以外には使用しないという条件でという話があ

りました。先ほど私のほうからもちょっと言ったのですが、この奥にあ

る農地の入り口というふうな意味合いということで、６番委員、いいの

ですね。 

【６番委員】  ２つというふうに言っていました。本人は。温室へも入りたいと、奥へ

も入りたいということで。 

【議  長】  それで、入り口をつくることによって、北側から入りたいということで

すか。 

【６番委員】  入りたいという話はしていました。２つ目的がありますということで

す。 

 それとあと、２番委員がおっしゃった話ですけれども、■■さんも認

識はされています。それは条件なら条件をつけてもらっていいと思うの

ですけれども、彼は、多分ネット販売だとか何かをやっているみたいな

ので、あそこで直販しているという実態は私は確認していませんけれど
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も、そういうふうな状況ですので。 

【議  長】  今、温室経営で、特に洋蘭等、鉢物の経営をしている人が、現地、栽培

をする温室で鉢物を売ってはいけないということは言えないと思いま

す。売っても構わないというふうに思いますけれども、現地の状態、先

ほど２番委員が言ったように、あそこは生産をするものだということで

温室を建てられたというふうに思います。しかし、あの建物が軒高が５

メートル以上あるということで、本来、確認をとって、ガラスではない

のですけれども、プラスティックというか、あの被覆であれば、確認を

とらなくていい温室なのですが、５メートル以上あるということで確認

をとれということだったというふうに記憶しています。それを無視して

建ったということが、ちょうど２人とも１８年会にいたので、その記憶

はあるのですが、いずれにしましても、今、６番委員が言ったように、

入り口はやむを得ないけれども、あくまで農地に入るための入り口とい

うふうな解釈をして、許可やむなしなのかなというふうに思います。先

ほど事務局に、２番委員のほうから、農用地でもあるし、その奥に自分

の畑があるので、農用地、農地以外には使用しないということで、それ

を条件として入れて、承認やむなしということにしたらどうかというふ

うな説明がありましたけれども、皆さんに、ほかにご意見がなければ、

その辺を含めて採決したいと思うんですが、いかがでしょうか。 

【13番委員】  会長が言われたように、高さが違反しているんだよね。 

【２番委員】  それについて、建築基準法上、５メートル以上の部分は、構築物として

申請を出しなさいという規定があるんです。これはあくまでも建築のほ

うの都市計画法上の違反ですから、これを我々がとやかく言う話でもな

い。だけど、ここは農用地区域だから、これに対する作業場の部分はい

いけれども、作業場以外の部分で駐車場とかというふうに転用しちゃう

といろいろな問題があるから、それを先にくぎを刺したほうがいいんじ

ゃないかなという部分で、先ほど言ったんですけれども。見ると、今ま

で周りに砂利を敷いたところが全て駐車場で車がとまっています。だか

ら、変な詮索するわけじゃないけれども、駐車場が足りないのかなとい

う部分もちょっと感じない部分はないと思います。見学は自由ですと書
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いてあるんだよね。だから、いろいろ考えると、我々はそれ以上はとや

かく言えないんですけれども、農地法を守ってもらうために、許可する

けれども、農地以外には使用しないというのを一札入れておいたほうが

いいのではないかという部分で、さっき事務局のほうに提案したんで

す。それでよければそれでやってもらう。 

【５番委員】  今、２番委員のほうから、条件をつけるということだけど、条件が法的

な拘束力というのは当然ついていくということですか。 

【２番委員】  農地法からいくと当然そうだよ。 

【議  長】  １つだけ、今のお答えになるかどうかわかりませんが、やはり農用地だ

から例えばこの仕事をするために車を出入りさせるという必要性がどう

しても生じる場合は確かにあります。そういうことで、自分のところの

経験を言いますが、当然、車が出入りする場所については、農転許可は

要らないけれども、２００平米以内の農業用施設用地の届けを農業委員

会に申請して、農地以外のものにこれだけはどうしても必要なので使い

ますよと、それは必要になってくるのかなというふうに思います。その

辺、事務局、説明をして。 

【２番委員】  もし、これ、作業場に支障があるといって、砂利を敷いたら農転を出す

んでしょう。 

【主  事】  作業場でも車の出入り口でも、基本的には農地、耕作する土地ではなく

なるわけですから、２００平米に行かなければ届け出をしていただくと

いう仕組みがございます。もう１つ、ここは農用地区域内なので、農振

法という法律の制限もありまして、そちらのほうの基準でもかなってい

るものでないとならないので、本当に農業関係の用途でしか使えないと

いうところはございます。ただ、そこで耕作する、働く人のための車を

置くところという説明だと、それは必要な部分はやむを得ないという判

断になると思うので、駐車場と一くくりに言っても、一概に言えない部

分はございます。 

【13番委員】  それがおかしいんだよね。 

【議  長】  いずれにしましても、あれだけの仕事をしているということは、一応資

材等の搬入で大型トラックが入ってきて、鉢をおろしたりなんかすると
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きに大型トラックが入っていますよ。それで、そのために大型トラック

を入れるには、下が土のままじゃだめだから、砂利を敷かなければいけ

ないということで、今も南の入り口から入るところについては砂利が敷

いてあると思います。そういう場所については、先ほど言ったように、

農地以外のものにするという申請が必要になってくるのかなというふう

に思うのですけれども。今回の場所については、当然、砂利を敷いてど

うこうということはだめだと、いわゆる入り口、奥の畑に出入りするた

めの入り口ということで言えば、その辺の条件をつけさせるということ

が必要になってくるのかなというふうに思われます。それで、先ほど言

ったように、幾ら何でも、今の現状を見たときに、車の出入りする場所

については、やはり農地以外のものにするということで届け出が今後必

要になってくるのかな、それをやっておいたほうがいいのかなというふ

うには思いますね。 

【２番委員】  さっき、作業場の不便さを解消するためという話だったよね。何のため

の作業場の有効を図るのかな。車が入るようにするためにあけたんじゃ

ないの。 

【議  長】  だから、本来は、車が出入りする砂利を敷いた場所、そういうものにつ

いてはやはり届け出をして、農地以外のものにする、それが必要になっ

てくるのかなというふうに思います。だから、今回の場所については、

農用地でもあるし、ここに車を入れるということはだめということでい

いのかなというふうに思うのですけれども。 

【15番委員】  ■■さん、自分で生産していられるのですけれども、自分で生産したも

のであれば、ああいう場所で、ちょっと勉強不足で恥ずかしいんですけ

れども、販売してはいけないんですか。 

【議  長】  そんなことはないですよ。そんなことはないと思いますよ。 

【15番委員】  ないですよね。ですから、それにおいて、お客さんも来ると思うんです

よ。ですから、余り広い面積ではいかがなものかと思うのです。さっき

から会長が言っておられるのですが、下が滑っちゃわないように、それ

はもちろん農業委員会のほうに申請してもらわなければいけないと思う

のです。そういう形で認めてあげるというわけではないですが、面積に
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もよりますけれども、せっかく若い人が一緒懸命やっておられると思っ

ているのですが、その辺も考えてあげたほうがいいんじゃないかなと私

は思います。 

【議  長】  そうですね。だから、今回の申請された場所について、いわゆる農地以

外のものには使えない、そういう条件をつけて認める、あわせて、今

後、今すぐでなくてもいいから、今までの使い方についてちょっと目に

余るところがあるのかなというふうには思われますので、それを今後届

け出でもいいから、そういう手続をこれから要請するというか、届け出

を出してもらう、そういうことが必要になってくるのかなというふうに

思います。ただ、それがこの仕事をするためには必要最低条件ですとい

うふうに言われたときに、じゃ、この仕事、やめろということは言えま

せんので、その辺をどういうふうな一線を引くのかなというふうな。 

【２番委員】  それで、１８年のときに、これ、北側に道路があって、北側に接道して

いるから、北側から入れば何の問題もないだろうという話が出ているの

ですよ。それは出ているのですよ。それが今になって。やはりある程度

はきちっとした部分、今回のものについては附帯条件をつけるという部

分が必要ではないかと思うのです。だから、そのたびそのたびにころこ

ろ自分の意見が変わっちゃうという部分は、これは余りいいことじゃな

いし、農業委員が３年が任期でかわっちゃうので、わからない部分も非

常にあると思うんですよ。ですから、今回はこういうふうな部分で提出

されたやつは認めるということはいいんですけれども、それ以外に使う

場合には、きちっとした農転を出していただくという部分を、やはりあ

る程度付加して許可したらどうかなという話をしただけであって、あ

と、他意は何もないと思うんです。 

【議  長】  今の２番委員の話にもあったんですが、■■さんと■■さんの残った畑

について、入り口はという話が出ましたね。今現在、あの土地について

は、農作物もほとんどつくっていない、ただ草が出ていないだけという

ことだと思います。 

【２番委員】  ■■さんのところは、第三者に一部貸して、耕作した経緯はあるけれど

も、■■さんのところは３年３作も何もしていない。 
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【６番委員】  ■■さんはやっておられますよ。それで、■■さんのほうも今、貸して

つくっています。河原口の■■さんの関係の人がつくっておられるとい

うのが実態です。 

【議  長】  それはどこから入っている。 

【６番委員】  それはそんなに大がかりにやっておられませんので。 

【２番委員】  小さいんだよね。あれ、つくっているのかな。 

【議  長】  歩道のほうから。 

【６番委員】  入ってやっていられます。 

【２番委員】  ネギが１作か２作。 

【議  長】  歩道も、道路際のフェンスが。 

【６番委員】  フェンスはないです。 

【２番委員】  フェンス、外れるようになっている。この部分から入れる。 

【６番委員】  さっき言いましたように、■■さんのほうは２つの目的があると、後ろ

の土地に入りたいのと、温室へ作業があそこへ入ると効率がいいという

ことを言われていたので、そういうふうな２つの意図がありますよとい

うことを私は聞いています。 

【議  長】  ただ、この写真にもあるように、温室が建っている手前側は一番南側の

道路から入っていけば行けるんでしょう。 

【６番委員】  歩いて入っていくのは幾らでも入れる。 

【２番委員】  車さえどければ入っていける。車をとめれるスペースがあるんだから。 

【議  長】  いずれにしましても、いろいろな話が出ましたが、この申請された交換

によって、奥の畑に入ったり、温室に入ったりしたいという目的で、こ

れ、申請が出たのですけれども、この件は、農地以外のものについて使

用しないということで、皆さん、ご了解をいただければ、ここでこの件

に関しては採決に移りたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、事務局、今回のことを承認条件として一応書いていただくと

いうことで採決したいと思います。 

 それでは、この受付番号１４につきまして、賛成の方の挙手をお願い

します。 
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          （挙 手） 

【議  長】  挙手多数で、承認をいたします。 

 同じく１５について、賛成の方の挙手をお願いします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手多数で、承認といたします。 

 それでは、７ページに移ります。 

 日程第２、議案第１０号 農地法第４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４条及び第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、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、河原口字■■■■■■■■、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、河原口■■■■■■■■、■■■■、転用の目的

は、駐車場です。現地の案内図は、資料６－１におつけしております。

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。９番委員、お

願いします。 

【９番委員】  お手元の資料６－１を見ていただきまして、申請地は、市役所の北西、

約２８０メートルぐらいのところの位置にあるケアネット、保育所の斜

め向かいの、戸建て住宅の裏になります。南隣が駐車場で、北側は店舗

になっておりますが、西側の奥に用水路を挟んで田んぼがあります。申

請は、駐車場で、西側の水路側をＲＣの構造の擁壁をつくり、フェンス

を設置するそうです。南北はフェンスはないそうです。地盤は、現在の

泥を水平に敷き、敷材を入れて、擁壁上部から下２１０ミリぐらいまで



18

に敷材を行うそうです。また、照明は設置しないとのことです。周囲の

状況から見て、駐車場の転用はやむを得ないのではないかと思いますけ

れども、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 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】  補足説明いたします。 

 土地所有者である■■■■さんが、農地転用して駐車場を整備し、海

老名市内で不動産管理業を行っている■■■■■■■■に貸すという申

請です。■■■■■■■■は、建築業のほかに、不動産管理業として、

海老名市上郷や上今泉等で駐車場の管理を行っている会社で、当該地に

おいても月極め駐車場を要望する声が多くあったということから、新し

く月極め駐車場を整備したいとのことです。要望の件数から、駐車場の

必要台数が２０台から２５台分見込まれるとのことで、それに見合う面

積が確保でき、土地所有者との合意も得られたことから、当該地での申

請に至ったそうです。土地所有者が転用者となり、駐車場を整備し、完

成後に■■■■■■■■に貸すということから、農地法第４条での申請

となっております。 

 資料６－１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、市街化区域から申請地まで住宅の用もしくは事業の用に供する

土地、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。 

 次に、土地利用計画を説明いたします。資料６－２をごらんくださ

い。申請地を整地、転圧して、砕石敷きをし、２４台分の駐車場を整備

する計画です。敷地の東側には、既存の住宅と、その車庫がございます

が、車庫の部分は、車庫の屋根をなくし、舗装をそのままにして、出入

りのための通路として使用するとのことです。また、現在、車庫として

使用している敷地に置いてある車や物置などは、住宅に住んでいる■■

さんのものでして、■■さん自身が使用するスペースを申請地の中へ設

け、そこへ動かすとのことです。敷地の南北は、農地ではなく、北側が

店舗、南側が駐車場です。図面のほうだと、上が北になります。西側の
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ほうは水路を挟んで田んぼがありますが、ＲＣ擁壁の土どめと、その上

部に１メートルのメッシュフェンスを設置する計画となっております。 

 続きまして、資料６－３をごらんください。造成計画の断面図です。

図面の上にあるＹ～Ｙ´の断面が、敷地を東西に切ったものでして、下の

Ｚ～Ｚ´の断面が、敷地を南北に切ったものです。敷地の高さは、東側の

道路部分、今は車庫がある既存の通路部分と同じ高さとなるように、申

請地全体を１５センチほど砕石敷きし、西側の水路とは約６３センチ高

低差がつきます。水路との境界は、ＲＣ擁壁を設置し、砕石がこぼれな

いよう、頭が２１センチ出るような計画となっております。南北に隣接

している土地はいずれも農地ではなく、既存のコンクリートブロック土

どめにより区切られており、それをそのまま使用するとのことです。 

 続きまして、雨水排水の計画についてですが、敷地は砕石舗装としま

して、敷地内で浸透処理をする計画となっております。また、ＲＣ擁壁

の構造図が、資料６－２の土地利用計画図の左下側のＸ～Ｘ´擁壁断面詳

細図というものがございます。そちらにＲＣ擁壁の構造図がございま

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、班長の15番委員よりご意見をいただきたいと思

います。 

【15番委員】  この場所は、畑で低い草がかなりはびこっていました。それで、写真②

のように、西側に水路と水田がありますので被害防除が必要ですが、た

だ、ＲＣ擁壁で砂利の流出を防ぐということですので、問題はないかな

と思われました。 

 以上です。 

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

ましたらお願いをいたします。 

        （「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。 

 次に、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、上郷字■■■■■■■、登記簿地目、田、■■

■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。合計、■■■■平米、現況

は、市街化調整区域の畑です。申請者は、上郷■■■■■■■■■、■

■■■、転用の目的は、駐車場です。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、水路を横断するための橋の図面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、10番委員より地区委員のご意見をお願いします。 

【10番委員】  この駐車場は、話を聞いているところ、厚木の■■■■■ですか、これ

が海老名のほうへ移るということで、従業員の駐車場ということで計画

されております。私も現地への調査として同行したのですが、問題点

は、海老名用水、図の７－２ですか、県道の当該の駐車場予定地との間

に用水があるんですが、これが海老名用水で、かんがい用水です。これ

に橋をかけるということなのですが、図面が７－４ですか、約３メート

ル弱のカルバートみたいな形で設置される予定なのですが、ただ、現況

は、その用水の周りがかなり水で崩れちゃって、県道と駐車場予定地と

の間が、かなり長い距離あるので、堰みたいな形で用水がふえたとき

に、これが削られちゃうんじゃないかということで、この対策を十分と

るようにということで。ちょっとこの図面とは違うんですが、現行は駐

車場と橋の間が直線的な距離になっているんですが、斜めにやって、擁

壁を組んでくれということで、土砂の崩壊を防ぐような措置をとってく

ださいということを１つ要望してあります。 

 それから、もう１点は、外灯の関係ですか、これが南側のほうに水田

１カ所あるんですが、そこに３つぐらい当たるような場所があるんです

が、これについても考慮するようにと、ＬＥＤか何か、照明が田んぼに
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当たらないようにしてほしいというのと、もう１点は、Ｌ字擁壁を同じ

ように埋めるんですが、これについても駐車場のＧＬから１０センチぐ

らい上に伸びるようにしてくださいと。なおかつ駐車場の面は中央に勾

配を持っていくようにと、両端から中央に水が流れるようにしてくださ

いという３点を要望しております。特にその他については現況の畑を継

続してやるということで、特に問題はないと思われます。 

 それから、この７－２の図面の右側のほうの用水と農道があるんです

が、これも現行の状態ですと、官地がありまして、５０センチか６０セ

ンチぐらいですか、セットバックしなきゃいけないような、現行は食い

込んでいるような形なので、これも下がるということで、ここにもＬ字

擁壁を入れるということで対応できるんじゃないかなということです

が、ここには歩行者だけの階段みたいなのをつくって、これから新しく

できた扇町のほうへ社員が車を置いて歩いていけるような形にするのだ

という話は聞いております。 

 あとは特に問題ないと思います。よろしくご審議のほどお願いしま

す。 

【議  長】  それでは、事務局、補足説明をお願いします。 

【主  事】  今、10番委員がおっしゃったところと重複するところもあるかと思いま

すが、補足説明をいたします。 

 議案書に申請者としては記載されていませんが、本件は、■■■■■

の神奈川中央支店が、現在の厚木市中町から海老名市扇町、海老名駅西

口土地区画整理地内に移転することに伴い、その支店の従業員と来客用

の駐車場を整備したいという申請です。■■■■■から依頼を受けた地

主の■■さんが整備した後で賃貸借することから、農地法第４条での申

請となっています。申請地は、新しくできる■■■■■の支店まで道の

り４００メートルの距離にあります。 

 申請地の立地基準ですが、資料７－１をごらんください。申請地は、

ＪＲ相模線の海老名駅から直線距離で５００メートル以内の区域内にあ

るため、第２種農地と判断できるところです。第２種農地は、申請にか

かわる農地にかえてほかの土地を供することにより、当該申請にかかる
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事業の目的を達成することができると認められる場合には、許可をする

ことができない基準ですが、この申請では、■■■■■が周辺の市街化

区域内や農地以外の土地を探したが、必要台数を駐車できる適地がな

く、やむなく今回のところを選んだのだそうです。このことから、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。土地利用計画の平面図ですが、

敷地全体を転圧した後、透水性アスファルト舗装をして、５９台分の駐

車場をつくるという計画です。敷地の西側道路から出入りする部分に

は、新しく橋をかけ、出入り口を確保するとのことです。敷地の東側境

界部分と南側の田と接する部分の境界には、鉄筋コンクリートのＬ型擁

壁をつくります。西側の境界部分には、Ｈ鋼とコンクリート板の土どめ

をつくります。南側の置場との境界部分は高低差が大きくないため、コ

ンクリートブロック積みを設置します。これら、土どめの天端は、整地

する面から１０センチ以上高くなるように計画しているとのことです。

北側境界部分は、もう既に盛られていて駐車場になっていますが、北側

の所有者との話し合いにより、土どめを新しく設置しない計画だそうで

す。北側の駐車場側にはコンクリートブロックが入っています。また、

敷地境界隣地にフェンスのないところでは、境界内側に単管で柵をつく

ることとなっています。 

 資料７－３をごらんください。土地利用計画の断面図です。敷地は、

透水性アスファルトにより舗装されます。敷地境界の隣地より高いとこ

ろは全て土どめが設置される計画になっているため、土砂の流出崩壊の

おそれはないものと思われます。また、透水性の舗装とし、雨水は敷地

内で浸透処理させる計画です。敷地内にわずかな勾配を設け、敷地中央

に向けて水が行くようにし、敷地周囲の土どめは整地面より１０センチ

高く設計されています。 

 資料７－４は、水路横断の橋の図面、資料７－５は、鉄筋コンクリー

トＬ型擁壁の構造図です。水路の横断については、管理者である市と調

整をしていると聞いています。また、敷地内には照明を８カ所設置する

計画です。これはＬＥＤなど、指向性のあるものを採用し、隣接の田の
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光の害の影響に配慮するとのことです。また、■■■■■神奈川中央支

店からは、従業員４６名分の名簿と、それぞれが所有している車のナン

バーの一覧の提出がありました。従業員４６名用と来客用とあわせて５

９台の駐車場は、妥当と考えられます。 

 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】  それでは、現地調査班、班長の15番委員よりご意見をいただきたいと思

います。 

【15番委員】  現地調査には、地元の10番委員も一緒に行かれまして、先ほど詳細に話

されたとおりでございます。その中で、写真①を見てもらいたいのです

けれども、南側に水田があります。この水田は、コンテナがあるのです

けれども、その先の海老名用水からコンテナの下を通って水が水口から

入っているそうです。今度、土砂の流出を防ぐために境界に擁壁ができ

るということですので、そのときに、ここに水口があるのですよ、この

黒い線があるのですけれども、ここに狭いところに水口がありますの

で、そのときに、工事をやるときに、ちょっと気をつけてもらえればい

いのかなということです。 

【２番委員】  ７－２で説明してくれる？ 写真だとわからない。 

【15番委員】  ７－１の写真①、黒枠で囲ってありますよね。下のほうの左の端、ちょ

っと上へ行くと、コンテナというか、建物が見えますね。電柱があっ

て。それで、ブロックというか、あれで囲ってあるんですけど、この黒

い線とブロックの脇に水路が上から来ているんです。写真②の水路のと

ころから、海老名用水から。 

【２番委員】  これか。コンテナが２つあって、その下を通っている。それで、田んぼ

へ来ているんだ。 

【15番委員】  そうです。ここに１枚田んぼがあるんですね。ですから、擁壁の工事を

やるときに、かなり接近していて、ですから、ちょっと注意して、壊さ

ないようにやってもらえればいいのかなということなんです。 
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【10番委員】  田んぼのところへ出てきている。 

【２番委員】  この8.76と9.67の間に管が来ているんでしょう。 

【15番委員】  そうです。ここからしかこの田んぼには水が来ないんですよ。 

【議  長】  これは西部排水路と書いてある。用水じゃないんじゃないの。 

【２番委員】  資料７－２を見てもらって、下のほうにコンテナが２つあるでしょう。

その横が9.76と8.78があるでしょう。そこのところに管が通っているん

だって。そういうふうな説明だよな。 

【15番委員】  私、写真のほうを見ちゃった。 

【２番委員】  図面で説明したほうがわかりやすいよ。そのところを崩さないようにと

いうことでしょう。 

【15番委員】  そこの9.76ですか、こっち側にＬ字溝が来るわけですよね。これの前の

駐車場、既存の駐車場と接するところに海老名用水からそこに来るパイ

プが出ている、それを気をつけてくださいと。 

【２番委員】  ちょうど高さが１メートルぐらい。9.76と8.78、約１メートルの段差が

ある。 

【15番委員】  10番委員が言われたようにやってもらえれば、問題はないのかなと思い

ます。 

【２番委員】  これからずっと入っている。ここへ出てきている。だから、これをやる

ときに崩さないように擁壁をつくってくれと、そういうことだよね。 

【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。ご質問あれ

ばお願いします。 

【10番委員】  それから、ちょっと気になる点というか、あれなんですけど、資料７－

５の条件というところに書いてあるのですが、ナンバー４、水抜孔の関

係が書いてある。これは、市のほうとも話したのですが、業者さんは水

抜孔がついていて何で悪いんだという話が出たんですが、農業委員会に

よる指導でだめだと言えば、水孔がないＬ溝をつけますということを話

していました。 

【議  長】  田んぼに面したところはつけないと、それ以外はつけてもいいですよ

と。 

【２番委員】  用水のほうは別に構わないんでしょう。出しても。耕作していないんだ
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から。これはあくまでも技術書だから。技術書から抜粋したやつを７－

５へつけているわけだ。だから、これはこの水はとれるんだ。 

【10番委員】  私のほうへ説明に来たときに、その件がちょっと出ましたので、穴のな

いのにしてほしいんですけどという話はしました。 

【２番委員】  これにするんだったら、技術書どおりにやるんだったら、地耐力から、

全部これを出さなきゃいけない。そういう難しいことを言っているんじ

ゃないからさ。 

【10番委員】  ７－３という図面が最初なかったんですね。私のほうでＬ型擁壁の計画

高の、１０センチと断面図で出ています。これがちょっとわからないか

ら、この図面をあらわすようにということで、この図面をつけてもらい

ました。 

【２番委員】  これは白紙でＬ字が書いてあるだけで、何の説明もないよ。高さも何の

あれもないよ。南側断面図（拡大）。 

【議  長】  １０センチ下げると。 

 何かほかにこの件についてありますでしょうか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、採決をとります。 

 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】  賛成全員でございます。よって、承認といたします。 

 次に８ページ、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、ほか５筆、議案書のとおりです。畑５筆で、合計、■

■■■■■■平米です。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８－１をごらんください。資料は、案内図のほかに、現地の写
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真、土地利用計画図、断面図、また、こちらは、第２回定例総会のとき

に継続審議となった案件でございまして、第２回定例総会の審議結果の

通知と、また、それに対する回答書を資料としておつけしておりますの

で、そちらもごらんください。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員、７番委員より、地区委員のご意見をお願いしま

す。 

【７番委員】  これ、前回、１回、差し戻しになった部分なのですが、そのときの条件

が、やっぱり、ここ、資材置場で、しかも、小学校の正門の真正面とい

うことで、出入りのときの安全面、それから、ここへ常駐する保安関係

者がいないというようなことで、安全が確保できるのか、もし誰もいな

いときに風や何かで物が飛んだりした場合の連絡先が、この会社の一番

近いところが町田ということで、そこまでの連絡が大変じゃないかとい

うようなことで、そこをはっきりしてほしいというようなことで、差し

戻しになりました。 

 その結果、３月１３日に、この関係者の方が私の家へ見えまして、こ

こにもついているかと思うんですが、警備会社と契約して、緊急時には

いつでも対応できるようにします、それから、緊急連絡先の看板を掲示

しておきます、それから、資材の搬出入の車両の出入りのときには警備

員を配置したり、それから、時間を午前９時以降にして、登下校の時間

に合わないようにしますとか、こういう説明がされました。そういう面

で、保安についてのことは一応まあまあじゃないかなというような話は

しておきました。 

 また、そのときに、８－２の図面で見ていただきますと、隣地、ほぼ

北というか、北東の方向に隣接の住宅があるんですけれども、そこへ説

明に行ったところ、隣家より、建物の間に目隠し用のフェンスを設置し

てほしいというようなことで、目隠し用のフェンスをしますと、それか

ら、もう１つ、資材置場のほうに１メートル下がったところに、もし資

材が崩れ落ちてきたりなんかすると困るというようなことで、資材倒壊

に備えた単管柵を要望されたので、それも設置しますと、それから、真
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正面の杉本小学校の校長にも、この保安やいろいろなことについて説明

に行って、校長の了解も得てきましたという説明を受けました。 

 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】  今、７番委員がおっしゃられたことが全てで、重複する部分が多いか

と思いますが、説明させていただきます。 

 こちらは、先月、平成２８年第２回海老名市農業委員会定例総会で、

事業の確実性が不十分であるということから、継続審議となった案件で

ございます。 

 資料８－４をごらんください。先月の定例総会の中で要望することと

なった２点について、書面を作成し、申請者へ申し入れを行いました。

１点目が、事業所が町田市にあり、申請地から遠いため、適切な管理体

制・警備体制を整備し、緊急時にも対応できるよう対応策を求めたも

の、２点目が、申請地正面に杉本小学校があり、児童の登下校時に申請

地の前面歩道を通行する際、危険が及ぶ可能性があるため、車両の出入

りについて配慮するよう求めたものです。 

 これらにつきまして、転用者から回答がございました。資料８－５を

ごらんください。 

 まず、１点目に関する回答ですが、こちらをそのまま読み上げさせて

いただきます。「（１）①警備会社と契約し、緊急時（昼夜間）に迅速な

対応が出来る様、管理体制及び警備体制を整備致します。②緊急時連絡

先看板の掲示を行います。（管理責任者及び警備会社）」。また、２点目に

対する回答もそのまま読み上げさせていただきます。「（２）①資材搬出

入車両の出入りを小学生児童の登校時間を避け午前９時以降と致しま

す。また、下校時間と重なる午後２時から午後４時までは大型車両の出

入りを行いません。②車両の出入りの際は、車両誘導員を設け安全に配

慮致します。③資材搬出入車両の出入りを午前９時から午後６時までと

致します」。以上のとおり対応する旨、書面での回答がございました。 

 また、一部先月ご審議いただいたものから計画が変更になった箇所が

ございますので、そちらも説明させていただきます。 
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 資料８－２の土地利用計画図をごらんください。同じ説明になってし

まって大変恐縮ですが、もう１度説明させていただきます。 

 資料８－２の申請地の北側、図面で言うと右側になりますが、隣接建

物と書いてあるところとの境界の処理の方法が変更されました。建物と

の境界には、既存のコンクリートブロック土どめがございますが、申請

地内にもそれに隣接する形で、新しくコンクリートブロック３段積みの

土どめを設け、その上に1.5メートルの目隠しフェンスを設置するとのこ

とです。また、土どめから１メートル離したところに単管パイプによる

防護柵を設けるとのことです。このことにつきましては、隣接建物にお

住まいの方から申請者へ申し入れがあり、それに対応するために計画を

変更したそうです。そのほか、土地利用計画等につきましては、先月ご

説明のとおりですので、省略させていただきます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、現地確認班、班長の15番委員よりお願いをいたします。 

【15番委員】  前回の審議結果について回答が来ています。この回答を本当に遵守して

もらえればよろしいのではないかと思います。 

【２番委員】  それで、１回、11番委員からも、隣地の建物、隣地の人にきちっと説明

をしてと、それもきちっと回答にあったということですから、それは全

てこれで網羅できるということだと思います。 

【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。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３について、賛成の方の挙手をお願いします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって承認といたします。 

 続きまして、受付番号４について、事務局から提案説明をお願いしま

す。 

【主  事】  受付番号４、申請地は、上河内字■■■■■■■■、登記簿地目、田、

■■■平米、現況は、市街化調整区域の畑です。転用者は、東京都中央
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区勝どき■■■■■■■■■、■■■■■■■■■■■■、代表取締役

■■■、土地所有者は、上郷■■■■■■■■■、■■■■、持分５２

分の２０、■■■■、持分５２分の２０、東京都八王子市打越町■■■

■■■、■■■■■■■■■■■、■■■■、持分５２分の１２、転用

の目的は、駐車場、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です。資料は、案内図のほかに、現地の写真、土地利用

計画図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】  それでは、地区委員、17番委員より、地区委員のご意見をいただきたい

と思います。 

【17番委員】  借り手は、■■■■です。■■■■は建てかえで、大分大きい建物が建

っております。そんな関係で、大型の駐車場として使用したいというこ

とで、話があったようです。場所が、前がコカ・コーラ、隣が消防本部

の南分署、西側が排水路をまたいでコンテナの置場となっております。

ただ、南側は田んぼになっておりますので、その辺が心配だったのです

けれども、資料９－３を見ていただくと、田んぼ側のほうにはＲＣの擁

壁と水抜きパイプを入れて、さらにＵ字溝を設置します。それで排水路

のほうへ流すということですので、土砂の流出等には大丈夫かと思いま

す。 

 以上ですので、ご検討のほう、よろしく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】  本件は、■■■■■■■■■■■■が駐車場を整備するという申請で

す。■■■■■■■■■■■■は、貨物運送業を行う会社ですが、■■

■■■■■■の関連会社です。■■■■は、上河内地内、資料９－１の

案内図では、ちょうど右端の切れているあたり、資料９－１の案内図の

県道４３号藤沢厚木線と書いてある文字の右隣に駐車場とすごく小さく

書いてありますが、その隣あたりに大型の倉庫がありまして、そこで倉

庫の改築が行われ、２８年になって竣工されたところです。この拠点改

築に伴って、トラックを増車し、事業拡大をするので、新たに駐車場を

拠点近くに確保したいとのことです。 
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 申請地は、■■■■の海老名拠点から道のりでおよそ４００メートル

の距離にあります。申請地の立地基準は、第３種農地と判断できるとこ

ろです。これは、市街化区域から申請地まで、住宅の用もしくは事業の

用に供している施設が連たんしていることから判断されるものです。第

３種農地は、農地転用が原則許可となる農地の立地区分です。このこと

から、許可申請は、立地基準を満たすものと考えられます。 

 次に、資料９－２をごらんください。土地利用計画ですが、敷地全体

を転圧した後、砕石敷きとします。２トントラックが７台、４トントラ

ックが１台、１０トントラックが３台、合計、１１台の駐車場です。南

側の田との境界には、鉄筋コンクリートのＬ型擁壁を設置し、その上に

はコンクリートブロックを１段積みます。東西の隣地との境界部分は、

コンクリートブロック積みを設置します。それぞれの土どめにより、周

囲の敷地とは区切られ、また、土どめは整地面から天端が２０センチ高

くなる計画です。土砂の流出崩壊のおそれはないものと思われます。 

 資料９－３をごらんください。敷地は、砕石敷きとする計画で、雨水

は敷地内で浸透処理をする計画です。先ほど17番委員の説明にもありま

したが、南側の田との境界部分は、鉄筋コンクリートＬ型擁壁を設置し

ますが、これと敷地境界の間にＵ字溝をさらに設置し、雨水排水が万一

にも流出しないよう配慮されています。照明は設置しないと聞いていま

すので、田へ光の害はないものと思われます。 

 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、現地確認班、班長の15番委員よりご意見をいただきたいと思

います。 

【15番委員】  南側の水田には、先ほどから説明がありましたように、いろいろと配慮

されていますので、問題はないかと思います。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご意見あり
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ましたらお願いをいたします。 

【９番委員】  ちょっと確認なんですが、資料９－２ですけれども、１０トン車がとま

る方向は、隣接するところが水田になっています。１０トン車の車どめ

がありますけれども、１０トン車ぐらいだと１００角の車どめですが、

乗り越えて破壊してしまうのではないかなというふうに思うんです。で

きれば、隣接の水田との間に防護壁か何かが必要ではないかなというふ

うに思うんですけれども、いかがでしょうか。 

【議  長】  ９番委員、車どめがここにある２線引いてあるでしょう。これが車どめ

ということでしょう。 

【９番委員】  そうですね。 

【議  長】  この線がね。 

【９番委員】  車はこういうふうな前向き駐車にはしないと思うので、逆に後ろはかな

り出っ張ってしまうかと思いますけれども。 

【２番委員】  これ、右が頭なの？ 

【９番委員】  この図面ではちょっと。 

【議  長】  これじゃわからない。 

【９番委員】  わからないですね。 

【２番委員】  ただ、これ、車どめ、位置がこれじゃずっと最後のところ、後ろが出ち

ゃうよ。 

【９番委員】  出ちゃうかなと思うので、できれば防護壁が必要かと思います。 

【議  長】  これ、フェンスはなかったんだよね。 

【２番委員】  これ、車どめの位置が線で書いてあるんだけど、これが車どめなのか

な。車どめと書いてあるけれども、矢印も何もないし。 

【９番委員】  ２トンのほうは書いていますね。 

【議  長】  ２トンのほうには車どめと書いてある。 

【２番委員】  この車どめ、ここじゃ、後ろが出てしまう。最後まで持っていったら。 

【18番委員】  矢印が書いていない。 

【２番委員】  矢印も書いていないけれども、この位置だと中途半端。タイヤの位置よ

りもずっと後ろだよ。 

【議  長】  これは車の位置を確認して、メーターをはかって書いたものではない
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ね。 

【２番委員】  最低でもけつから１メートルちょっとぐらいのところに。 

【議  長】  前進でとめる。 

【２番委員】  前進でも出ちゃうよ。 

【10番委員】  前でとめるには車どめなんか考えなくていいから、必ずバックですよ。 

【事務局長】  車どめの位置が、資料９－２ですとはっきりわかりませんけれども、業

者のほうには、南側の田んぼには被害が及ばないような形で車どめの位

置を十分余裕を持って設置するように指導いたします。 

【議  長】  今、事務局からありました。業者のほうにそういうふうな余裕を持っ

て。 

【６番委員】  わからないので、ちょっと質問なのですが、資料９－３を見ていただく

と、道路、車道と現状地盤というのは大体同じ高さなんですかね。それ

から、現状地盤から駐車場は２５センチ上がるということで、車道とど

のくらいの高低差になるのかなというのが見えないんですけれども、要

は車道と現地盤がどれぐらいになっていて、それによって２５センチア

ップさせるということですから、駐車場は車道より高いところにできる

という認識でよろしいんですかね。普通は面一ぐらいですが。歩道切り

下げとなっていますよね。これに入るために、今、縁石があるやつを切

り下げるんだと思うんですけれども、それから、さらに駐車場の計画地

盤までどのぐらいになるのかというのが見えないんですけど、そこら

辺、わかったら教えていただきたい。 

【主  事】  現状の畑の高さは、資料９－１の下側の写真を見ていただくと、歩道と

ほぼ同じぐらいの高さにあるというのが確認できるかと思います。南側

のほうはのりになっているので、田んぼとの境のところは下っていくよ

うなのり面になっています。歩道を切り下げると、そこよりは高くなる

ということだと思いますけれども、今、切り下がっているところから出

入りをするということなので、なだらかなような形状には現在既になっ

ています。 

 以上です。 

【６番委員】  ということは、現状の歩道なり車道から２５センチ上がったところに駐
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車場の地盤が来るというふうな理解でいいんですかね。 

【２番委員】  合わせてみると、道路地盤よりも２５センチ上がるんだ。そういうふう

に図面上は。 

【議  長】  車道というのは、道路ということだね。道路よりもちょっと高いと。 

【２番委員】  だから、現の車道よりも２５センチ上がる。 

【議  長】  ６番委員、いいですか。 

【６番委員】  はい。 

【議  長】  それでは、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４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。よって承認といたします。 

 ９ページに移ります。 

 日程第４、議案第１２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４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。 

 議案書の９ページをごらんください。 

 受付番号４、被相続人は、本郷■■■■■■、■■■、相続人は、本

郷■■■■■■、■■■、引き続き農業経営を行っている期間は、平成

２５年１月２９日から平成２８年３月２８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、■

■■■平米、ほか１４筆、議案書のとおりです。１５筆全てが農業振興

地域内の畑で、合計、■■■■■■■平米です。事務局で３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。 
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 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４について、賛成の方の挙手をお願いします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって承認といたします。 

 同じく議案書の１０ページ、受付番号５について、事務局から提案説

明をお願いします。 

【主  事】  受付番号５、被相続人は、大谷南■■■■■■■■■、■■■■、相

続人は、大谷南■■■■■■■■■、■■■■■、引き続き農業経営を

行っている期間は、平成２５年３月２９日から平成２８年３月２８日ま

でです。特例農地等の明細ですが、大谷南■■■■■■■■■、現況地

目、畑、台帳地目、畑、■■平米、ほか８筆、議案書のとおりです。９

筆全てが農業振興地域内の畑で、合計、■■■■平米です。事務局で３

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】  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。 

 １１ページに移ります。 

 日程第５、議案第１３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１２について、事務局から提案説明をお願いします。 
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【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。 

 議案書１１ページをごらんください。 

 受付番号１２、借り手は、本郷■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、本郷■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は５筆で、本郷字

■■■■■■■■、現況地目、田、■■■■平米、ほか４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４月１日から平成３０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。３月１５日に

事務局で現地確認したところ、現地は農地として管理されていました。

また、借り手は、市内の農家です。農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１２について、賛成の方の挙手をお願いします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって承認といたします。 

 次に、受付番号１３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１３、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、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４月

１日から平成３０年１２月３１日までの３年間です。農業振興地域内の
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新規の計画です。３月１５日に事務局で現地確認をしたところ、現地は

農地として管理されていました。また、借り手は、市内の農家で、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。質疑に入ります。ご意見、ご質問あり

ましたらお願いをいたします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、採決に移ります。 

 受付番号１３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。 

 日程第６、議案第１４号 平成２９年度農業関係税制改正事項の要望

（案）についてを議題といたします。 

 これにつきましては、３月１４日に農政小委員会を開催していますの

で、20番委員、農政小委員長より審議の経過報告をお願いしたいと思い

ます。 

【20番委員】  ３月１４日、午前１０時から、平成２８年第１回海老名市農業委員会農

政小委員会を開催しました。今回、平成２９年度農業関係税制改正事項

の要望及び平成２９年度農林業施策並びに予算に関する要望について審

議を行いました。 

 まず、税制改正要望につきましては、昨年度に引き続き、３件の継続

要望を取りまとめましたので、よろしくご審議いただきたく思います。

詳細は事務局から説明していただきます。 

【議  長】  それでは、事務局、説明をお願いします。 

【係   長】  では、資料１０をごらんください。平成２９年度農業関係税制改正要

望事項でございます。今回、委員の皆様からは、新しい要望等のご意見

はございませんでしたので、前年度の要望事項を３月１４日の農政小委
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員会で議論し、取りまとめたものでございます。前年も要望したもの３

件を継続で要望するものでございます。本来でしたら１件ずつというと

ころではございますが、全て継続でございますので、説明のほうは割愛

をさせていただきます。今後の流れといたしましては、３月末日までに

農業委員会から直接、農業会議に報告を行います。そして、５月１６日

の常設審議委員会で決定、全国農業会議所に報告されます。７月に施策

要請とともに県議会主要会派に要請し、９月には県環境農政局に要請す

るという流れになっております。 

 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。ご意見をいただければいいのですが、一

応継続ということなので、ご意見ないようですので、採決に移ります。 

 税制改正要望（案）、この３件継続でご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、異議なしということなので、承認といたします。 

 次に、１３ページ、平成２９年度農林業施策並びに予算に関する要望

（案）についてを議題といたします。 

 これも農政小委員会委員長より審議の経過報告をお願いいたします。 

【20番委員】  平成２９年度県農林業施策並びに予算に関する要望につきましては、９

件の要望を取りまとめましたので、よろしくご審議していただきたくお

願い申し上げます。詳細は事務局から説明していただきます。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、事務局、説明をお願いいたします。 

【係    長】  それでは、資料１１をごらんください。こちらの要望につきましては、

新しい要望事項の案を３件いただきましたので、前年度の要望事項と合

わせて議論し、取りまとめたものでございます。削除が２件、一部修正

１件、前年からの継続８件で、合計、９件でございます。 

 それでは、削除及び一部修正の項目につき、ご説明申し上げます。 

 まず、資料１１の１ページ目の「基本農政の確立・推進について」の

（１）でございます。こちらは削除でございます。理由といたしまして
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は、ＴＰＰ交渉の大筋合意を受け、平成２７年１１月２５日に政府が総

合的なＴＰＰ関連政策大綱を決定したこと、また、その内容については

不明確なものが多いことから、削除といたしました。 

 次に、資料、同ページの「農地の保全と有効利用対策について」の

（１）でございます。こちらは一部修正でございます。６番委員からの

提案を加味いたしまして、「永池川の河川改良は、順次河川改修が予定さ

れておりますが、未だ日時を要するようです。引き続き、河川改修を順

次推進していただくよう要望すると共に、その間の暫定として、早期に

河原底の土砂を取り除くこと。」と文章表現を改めました。また、小委員

会での意見を加え、「また、地元の意見をよく聴取し、反映すること。」

とつけ加えました。 

 次に、次のページの（２）でございます。こちらも６番委員から提案

をいただいた新規要望事項でございますが、特定の地区に関する内容で

ございますので、市長への要望にして県への施策推進を促すということ

で、小委員会のほうでご意見をいただきましたので、この場は削除させ

ていただきました。 

 最後に、資料（３）の３ページ目の「担い手・経営対策について」の

（６）でございます。こちらも６番委員からご提案をいただいた新規項

目でございますが、当初、左岸用水路という固有名詞を使用していたた

め、これを「県が管轄する農業用水の」として、県全体としての内容に

変更し、「耕作者への負担金が増加する懸念があるため、今後の処置の検

討をお願いしたい」という文章表現に改めました。 

 こちらの今後の流れにつきましては、４月末日までに農業委員会から

農業委員会連合会に報告をいたします。連合会から農業会議へ送付され

たものについて、７月１５日の農業会議常設審議委員会でとりまとめら

れ決定し、そして、８月に県知事に意見を提出・県議会主要会派に施策

要請をいたします。１１月県農業委員大会では重要事項を決定し、さら

に要望するという流れでございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご意見、ご質問ありま
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したらお願いをいたします。 

 ３点ばかり６番委員からのご意見が今説明がありましたけれども、何

か６番委員、コメントあれば。 

【６番委員】  私は特にありませんけれども、皆さんのご意見を伺ってもらったほうが

いいと思うんです。 

【議  長】  いかがでしょうか。 

【議  長】  今、説明の中で一番最後の６番のいわゆる土地改良の負担金の問題等が

ご意見がありまして、ちょうど県の常任会議員の中に県の土地改良事業

団体連合会の理事が見えていまして、うちのほうで要望書の中にこうい

う意見がありましたという話をしました。県では河川から農業用水は取

り入れているのですけれども、相模川左岸、右岸、それから、境川も２

つある、左岸、右岸がありますよと、それから、川崎、横浜、等もそれ

ぞれあるんですが、賦課金については県下一定ではありません、4,000円

のところもあるし、一番安いのは1,500円もありますよというふうな話が

ありました。それで、県の土地改良事業団体連合会にそういう要望を出

してもらうのも１つ、それから、あわせて農業会議のほうから県のほう

に要望してもらってもいいでしょうというふうな話がありましたので、

今回、この表現で、県の農業会議から県のほうに要望を出すというふう

になりました。海老名市が農地の減少するスピードが速いというふう

な、この文面にもありますが、これは海老名に限ったことではなくて、

神奈川県全体でそういう問題については今後問題としていかなければい

けないのかなということを篠原理事も言っておりましたので、いずれ、

この問題について、県のほうに善処、これ以上賦課金が上がらないよう

な、県の助成金、予算をふやしてほしいということにつなげていきたい

というふうなことになると思います。一応この件については県の農業会

議のほうに要望するということで、６番委員の意見を取り上げたという

ことで、ご了解をいただきたいと思います。 

【議  長】  それで、税制のほうは直接農業会議へ、施策・予算、これは県央連合会

で取りまとめてから農業会議へ提出というふうになるそうです。それだ

けご理解いただきたいと思います。 
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 それでは、ご意見が他にないようでしたら、採決に移ります。 

 ２９年度の施策及び予算に関する要望について、賛成の方、異議ない

ようでしたら、挙手をお願いします。 

          （挙 手） 

【議  長】  それでは、承認といたします。 

 １４ページに移ります。 

 ６．そのほか、法に基づく許認可等の審議によらない案件を議題とい

たします。 

 （１）農地造成工事施工届出書についてを案件といたします。 

 事務局、説明をお願いします。 

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

す。海老名市内では、軽易な農地造成を行う場合には、海老名市農地造

成工事指導要綱に規定する届け出を出していただくこととしています。

具体的には、1,000平米以下で、高さ１メートル以下の盛土、切土であっ

て、かつ耕作中断期間が３カ月未満のものについてです。 

 それでは、議案書をごらんください。 

 受付番号２、申請地は、上郷字■■■■■■■、現況地目、畑、台帳

地目、田、■■■平米です。所有者（届出人）は、上郷■■■■■■■

■■、■■■■、施工業者は、下今泉■■■■■■■■■、■■■■■

■■■■■■■■、代表取締役■■■■、改良内容は、田から畑への盛

土です。現況は、田に盛土をせず、畑として使用している状況です。資

料は、資料１２で、申請地の地図のほかに、現地の写真、施工図面をお

配りしています。これについては、先に専決処分で承認をしていまし

て、現地は竣工してしまっております。 

 以上、報告いたします。 

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

す。 

【10番委員】  この件につきましては、資料１２－１にあるとおり、今、海老名市が道

路をつくっているところで、現況、畑と書いてあるのですが、私は畑と

は見ていないで、田んぼに盛土しただけで、現況も田んぼだというふう
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に認識しております。これは事務局のほうから相談を受けまして、道路

の発生土を田んぼに入れたいということで、この物件のほかにもう１

件、全部で２件、田んぼのほうに発生土をまきたいと。田面はどのぐら

い上がっちゃうのというご意見を聞きましたら、片方は、２、３センチ

から、多くても５センチ以内だということで、もともとのその田んぼに

ついては低いので、それはそれでいいでしょうということだったんで

す。こっちに関しては、私の認識は田んぼで、それを畑の程度まで土を

盛るというのは、これは申請を出したほうがいいんじゃないですかとい

うことで注文しまして、今回申請を出すという形になっております。上

郷の計画道路は、何カ所か田んぼがあるんですが、地権者によってはそ

ういうふうな形が出てくる可能性もあるので、道路課のほうで地権者と

勝手に相談しないで、農政と農業委員会に話したほうがいいんじゃない

ですかという意見は出しました。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、事務局、補足説明があればお願いします。 

【主  事】  資料１２－１の案内図をごらんください。場所は、上郷字■■地内の田

です。申請地の北と西には道路、南は田、東は新設道路工事中という立

地の状況です。今までは田の面のまま客土することなく、一部土を寄せ

て畝をつくり、畑作をしていたというところですが、新設道路工事で出

る土を新たに寄せて、申請地を畑とする目的のため、農地造成工事の届

出が提出されました。 

 資料１２－２をごらんください。資料１２－２の図面では、右側が北

側ですが、申請地を前面道路や畦畔と同じ程度の高さまで造成するとい

う計画です。土は、同じ上郷字■■地内の土を寄せるものです。基本的

には周囲の土地と同じか、それより低い高さになるという計画だそうで

す。特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

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

ましたらお願いをいたします。 

 今、10番委員、この残土を田んぼの上に散らすと、２、３センチ高く
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なるという話。２、３センチなんですか。 

【10番委員】  この件じゃないです。別の土地ですが、この道路幅のところの土を持っ

ていくということで田んぼに均等にまくということで、約7畝ぐらいです

か、そこにまき散らすと。１件はね。そういう相談がありまして、その

ぐらいだったら特に支障ないし、もともとその田んぼは低いからと。そ

うしたら、２件あるうちのそのもう１件が今回の案件で、事後処理みた

いな形になった。これは度が過ぎますねということで、申請を出してく

ださいという話です。 

【２番委員】  これが南側に３０センチの溝をつくる。 

【議  長】  外部から土を持ってくるということですか。 

【10番委員】  やっぱり発生土ですね。これ、道路にかかりますから。というのは、図

面で左側のほうの田んぼと右側の田んぼ、両方かかるわけです。道路を

つくるときに。 

【２番委員】  ７４７番１というのは３０センチぐらいでしょう。 

【10番委員】  もっとですね。 

【２番委員】  図面的には埋戻厚３００と書いてある。 

【10番委員】  どこに書いてあります？ 

【２番委員】  １２－２。 

【10番委員】  ３００という話ですけれども、もうちょい多いかなという感じがしま

す。どっちにしろ、畑にするんだということなので、申請を出してくだ

さいということで、これは事後処理になっちゃうからと。道路工事に協

力している地権者なので。 

【議  長】  既に工事は終わっていると。 

【10番委員】  終わっていますね。 

【議  長】  それで、事後になったけれども、農地造成の申請をしたと。 

【２番委員】  埋め戻し箇所というのが５カ所あるんだけど。 

【10番委員】  だから、これ、畝をつくって、タマネギをつくっていた。写真のとお

り。 

【２番委員】  これ、畑にして、今度、耕しちゃったら平らになっちゃうんじゃない

の。 
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【10番委員】  相当盛っていますよ。今、見かけ上、掘った土を置いているから、かな

り高く見えるんですけど、あれが落ちついてくれば下がっちゃう、半分

ぐらいに下がっちゃうんじゃないかな。 

【２番委員】  普通は、畑にするには平らの厚を申請書に書くんだろうけれども。畝を

つくって。 

【10番委員】  畝をつくって、間に土を入れると。 

【15番委員】  ３月２５日のときに現地調査で、10番委員も一緒にいられて、ただ、そ

のとき、２人の方が所用で、４人と、あと事務局だったんですけれど

も、そのときには、この写真のように、タマネギ、これ、マルチで植わ

っているんですよ。タマネギは６月の上旬ぐらいに収穫ですか。タマネ

ギの写真の右側に、１メートルぐらいの幅で、高さ１メートルぐらい

で、ようかんみたいな形で、ずっと土が土盛りしてありましたよね。そ

れをタマネギの収穫が終わったら、ならして、そのほかは整地という

か、土盛りしちゃってあったんですよ。 

【議  長】  そういう意味か。 

【２番委員】  これは田んぼの高さを言うのであって、畝をやるのは耕作者の勝手であ

って。だから、今の地盤面からどの程度高くなるのかという申請じゃな

いとおかしいんじゃないのかな。 

【議  長】  残土を畝間にずっとあけたということか。 

【15番委員】  だから、タマネギを収穫した後に、今高くなっているところだから、そ

こにならして平らにする。そのほかは、それなりの高さでも土盛りがし

てあって。 

【議  長】  いずれにしましても、10番委員の話を聞きますと、農地の状態が田んぼ

から畑になるんだということで、農地造成工事という手続をとってくだ

さいよと、そういう意味で出たということでいいんですね。 

【10番委員】  そうですね。だから、急遽、こんな図面きりと言っては申しわけないけ

ど。そういうことです。 

【議  長】  それでは、皆さん、ご異議ないでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、了承といたします。 
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 １５ページに移ります。 

 （２）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ことになっていま

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て転用許可を受けることのできる立地や目的等

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

どの要件があります。全ての要件にかなう場合にのみ、証明を出すこと

ができます。農業委員３人以上で現地を確認し、判断することとしてい

ます。 

 それでは、議案書１５ページをごらんください。 

 受付番号１、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、登記簿地目、

畑、現況は、宅地、面積は、■■平米、土地所有者は、本郷■■■■■

■■■、■■■■、現在の状況は、建物、住宅の敷地の一部となってい

ました。転用されていることを証明する書類は、航空写真を確認しまし

た。専決処理をしたのは、２８年の３月１８日です。経過書によると、

昭和５３年には、賃貸の車両置場として、この土地の一部を農地転用し

ていますが、その後、昭和５５年に、隣に住宅を建てたときからは、車

両置場としての賃貸は解消され、隣の住宅の敷地の一部、家の駐車場と

して、この筆の全部を利用していたようです。平成になってからは、上

屋をつくり、ブロック塀で囲まれましたが、現在まで住宅敷地の一部と

して使用されています。資料は、１３です。この申請地については、筆

全体の面積、■■平米のうちの■■平米しか農地転用の記録がなく、筆

の一部は農地転用の許可がないまま住宅敷地の一部となっていました。

３月１８日に９番委員、14番委員、15番委員と事務局職員で現地確認を
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し、現況は農地として利用されておらず、住宅の敷地の一部になってい

ることを直接確認いたしました。また、昭和５８年に撮影された航空写

真と現況とを見比べた結果、また、現地での土地所有者からの聞き取り

等から、転用後の経過年数が１０年以上であることを確認しています。

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。 

 以上、報告いたします。 

【議  長】  それでは、農地小委員会委員長、９番委員より。 

【９番委員】  ただいま事務局からご説明があったとおり、３月１８日、金曜日、現地

調査を委員３名と事務局３名、計６名で確認いたしました。申請地は、

資料１３のとおり、住宅の敷地として、出入り口及び屋根つき駐車場と

して利用され、駐車場はコンクリート舗装にされており、農地に復元す

るのは困難かと思い、やむを得ないかと判断いたしました。また、転用

後１０年以上経過しており、筆も別に区分され、隣接農地とはブロック

で仕切られ、支障を生じるおそれがないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、説明が終わりました。これより質疑を受け付けます。 

【２番委員】  前にこの北側に、先月だったか、先々月だったか、■■さんの申請が出

て現地を調査したときに、11番委員かな、そこには２項道路が入ってい

るんじゃないかと、そういうような話だったよね。■■さんのほうに。

何で下がらないのだと。それで、これを広げないと、こっちに■■さん

の家があるでしょう。■■さんの家が入れなくなって、今度、建築確認

とか、増築するときに、これ、とれなくなるよという話があったんです

よね。調べたら、この南側が■■さんの出入り口で申請をしているよう

なんです。これ、そうすると、４２条の２項道路に一部当たっているん

じゃない？ そうじゃないとしたらおかしいもん。 

【議  長】  この■■さんというのは、昭和４６年以前の農家。 

【２番委員】  建築確認が。 

【議  長】  とっちゃって建てたんじゃないの。 

【２番委員】  ２項道路は建築基準法上だから。４メーター、このまま認めちゃうと、
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11番委員が言うように、今度、この家が建築確認を出したときに、公道

に面さない。 

【11番委員】  いま１本、北側じゃなかったですか。 

【２番委員】  前回は北側だけど、北側には２項道路の状況じゃないという回答だっ

た。そうすると、■■さんはどっちから入っていると言ったら、初め、

南のほうから入っていると。 

【議  長】  これ、19番委員、この辺は、農道というのはみんな９尺道路で、2.7の

道なんでしょう。 

【19番委員】  農道は、９尺と６尺のところがあるだろう。でも、あそこは違うよ。９

尺。 

【議  長】  ９尺、2.7。2.73だから。 

【２番委員】  ただ、２項道路になっていないと、この■■さんが建てかえも何もでき

ない。北がだめだ、南がだめでは、何にもできない。非農地証明だか

ら、我々が証明するのはいいけれども、ただ、ここ、２項道路だとした

ら、きちっとその辺は置いておいてやらないと。 

【議  長】  それはもちろんそうです。もちろん４メートルの。 

【２番委員】  11番委員が言っているように、農業委員会できちっと出しちゃって、後

になって問題になったら困るんじゃないかという話。だから、これはこ

れとしてあれしても、認識だけは持っておかないと。 

【議  長】  ■■さん自身は入り口がこっち側にあるんだから。 

【２番委員】  そういうふうにしても、道路に面しちゃっていると、４２条２項に該当

しちゃうんだよ。こっちの道路でも。 

【議  長】  ■■さんが何年に、農家だから、２項道路があるないにかかわらず、建

てれた時代だったのか。 

【２番委員】  それはないと思う。基準法自体は変わっていない。だから、それは18番

委員のほうが聞いたんだよね。そうしたら、うちは北から入っているよ

と。 

【19番委員】  いつも北から入っている。 

【２番委員】  常に北から入っている。北を調べたら。 

【19番委員】  ■■さんだろう。 
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【２番委員】  ４メートルの道路じゃないと。そうしたら、確認をとったときには、南

側を使って申請を出したという話だった。 

【議  長】  今、便宜上、■■さんが塀をつくっちゃったから、トラクターが通れな

くなっちゃったから、北側へ。 

【主  事】  今話題になっている資料１３の市道７３２号線と書いてあるところの、

今回話題の■■■■■■の筆だったり、その隣の住宅の境界のところは

どのようになっているかといいますと、ブロック塀があるわけではなく

て、植栽で区切られているような形です。 

【議  長】  今の話はどこですか。■■さんの。 

【主  事】  ７３２号線を通って、７３２とちょうど書いてある上の家に入れるかど

うかという話をしているんじゃないかと思うんですけれども、７３２号

線の市道４２号線から入り口を曲がってすぐの■■さんの家の南側のと

ころは、ブロックがあるわけじゃなくて、植栽です。 

【２番委員】  やっぱりそれはそういうふうになっているんだ。そうじゃないと、ずっ

と戻っちゃう。多分、４２条２項道路の取り扱いを受けているから、そ

この部分は植栽で、それが外れたところがこのブロックになっている。 

【９番委員】  今回の申請の■■■■■■の南側ですね。ちょうど角のところですけれ

ども、ここのところには、杭が１つ入っていました。植栽されている中

に入っていました。ちょうど植栽の真ん中あたりぐらいに入っていまし

た。 

【２番委員】  ２項道路でセットバックしなさいと、それがあるんじゃないの。 

【９番委員】  通常の民間で使う杭でしたけれども。 

【議  長】  だから、■■さんの奥さんが言うのと同じです。前はもっと広かったん

だけど、木が出っ張ってきちゃったから、通れなくなった。だから、こ

っちから。 

【２番委員】  うちは南側を通るのがよかったんだけど。 

【19番委員】  最初はそうだったの？ 

【２番委員】  そう。最初はそうなんだって。 

【19番委員】  それは知らなかった。後ろ側ばかり、北側ばかり、今。 

【２番委員】  通れなくなっちゃったから、だから、北側から入る。 
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【19番委員】  それで言っていることがわかった。いつも通っている道が違うように言

っているから。 

【議  長】  それでは、ほかにご質問がないようでしたら、採決に移っていいでしょ

うか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、この非農地証明、専決処分について了承といたします。 

 １６ページに移ります。 

 （３）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７から８の２件、第５条の受付番号６から８

までの３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は、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、法令では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、第

５条第１項第６号です。 

 議案書１６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、２８年２月１日から２月

２９日までの間に届出がされたものです。受付番号７と８の２件で、地

目ごとの合計ですが、田が４７６平米、畑が３３平米、合計、５０９平

米です。 

 続きまして、議案書の１７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、同じく平

成２８年２月１日から２月２９日までの間に届出がされたものです。受

付番号６から８の３件で、地目ごとの合計ですが、畑が1,921平米、合

計、1,921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、４条、５条、一括して質疑を受け付けます。何かご質問ある

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、了承といたします。 

 １８ページに移ります。 

 （４）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４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は、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、現地調査をするということにしています。 

 受付番号４は、綾瀬市早川の■■■さんがお亡くなりになったことに

よる相続です。権利を取得した者は、綾瀬市早川■■■■■■、■■■

■■、権利を取得した日は、平成２７年６月１１日、取得した事由は、

相続、取得した権利は、所有権、あっせんの希望は、なしです。届出に

係わる土地の所在ですが、１筆、議案書のとおりです。 

 以上でございます。 

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

るでしょうか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、了承といたします。 

 １９ページに移ります。 

 （５）平成２７年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

（案）についてを案件といたします。 

 事務局から説明をお願いします。 

【主  事】  平成２１年に農水省から、農業委員会の適正な事務実施についてという

通知が来て、各農業委員会は、より適正な事務実施に取り組むこととさ

れました。この方策の１つとして、平成２２年から農業委員会は活動の

点検・評価及びその目標とその達成に向けた活動計画を策定し、公表し

ています。この平成２７年度の活動の点検・評価（案）を事務局で作成

しましたので、ご審議いただきたいものです。 

 内容を確認していただきたいと思います。資料１４をごらんくださ
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い。資料１４、１枚めくっていただいて、（２）のページをごらんくださ

い。資料１４（２）のページでは、上の段に、農地法第３条許可申請案

件が、平成２７年４月から２８年３月までの間には、先ほど審議してい

ただいたものまで含めて３２件あり、法令に基づいて１件ずつ審議を行

った旨が記載されています。同じページの下の段には、市街化調整区域

内の転用許可申請が、４月から、先ほど審議したものまで含めて２３

件、１件ずつ法令に基づいて審議をした旨が記載されています。 

 資料１４（３）のページでは、農業生産法人が毎年行わなければなら

ない農業委員会への報告を海老名市では確実に出していただいているこ

とや、法令に基づき賃借料など農地の情報を調査し、公表していること

が記載されています。 

 ページをめくっていただいて、資料１４（５）をごらんください。農

業委員会が行った平成２７年の農地の利用状況調査、農地パトロールの

結果が記載されています。市内全体では1.9ヘクタールの遊休農地、荒廃

農地を把握しました。これは、市内の農地全体の0.35％です。全国の状

況からすると非常に少ない数字です。 

 次に、資料１４（６）のページをごらんください。市内の認定農業者

の状況が記載されています。認定農業者の経営改善計画の認定会議に

は、会長と会長職務代理が出席されています。現在の市内の認定農業者

は、５５経営体です。 

 次に、資料１４（７）のページをごらんください。これは、担い手へ

の利用集積の面積です。農業委員会で決定している農用地利用集積計画

では、市内の認定農業者がどれだけ農地を借りているかというところが

表に入っています。市内の農地、21.1ヘクタールが利用集積計画によ

り、認定農業者へ利用集積されています。 

 以上が主な内容のところです。 

 昨年度まではこの内容について、まず案を農業委員会で作成した後

に、縦覧をして、地域の農業者等から意見を募集していました。意見が

あれば、評価へ反映させて、その後、策定という手順を踏んでいまし

た。しかし、この４月で、農業委員会法や農地法などが改正され、評価
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すべき項目が現在の項目が法令と合わなくなってしまったことなどか

ら、農水省から通知があり、来年度以降の点検・評価や活動計画の様式

が変更になること、本年度の点検・評価では、地域の農業者からの意見

を聞く必要がないこととされました。よって、例年とは異なり、今回

は、ここで活動の点検・評価の策定をしたいものです。ご審議をよろし

くお願いいたします。 

 なお、次の年度の平成２８年度の活動計画については、４月の定例総

会でご審議いただく予定です。 

 以上でございます。 

【議  長】  説明が終わりました。ご質問ありましたらお受けいたします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、了承といたします。 

 それでは、７番のその他に移ります。皆さんから何かご意見あるでし

ょうか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、以上をもちまして、本定例会の案件、全て終了いた

しました。 

 ２番委員より閉会の挨拶をお願いします。 

【２番委員】  それでは、閉会を言う前に、一言お礼を申し上げます。 

 この中を見ると、３年間一緒だった人、６年間一緒だった人、あと１

人は、１２年間一緒だった人。よく考えてみますと、６年間は小学校が

１年生から６年生まで、３年間というと、中学校が１年から３年で卒

業、１番委員の場合は小学校から高校まで一緒だというふうなことで、

非常に長い間、おつき合いいただきました。皆さんに感謝しておりま

す。そういうこともございまして、残られる人、帰って農業にいそしむ

人、また、一部の人は議会活動に専念していただくというふうな方もい

らっしゃいます。私の１２年と６カ月、１番委員も１２年と６カ月、非

常にお世話になりました。この席をおかりしまして、厚く御礼申し上げ

ます。 

 それでは、平成２８年第３回海老名市農業委員会定例総会を閉じさせ
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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３時４０分） 


