
平成２８年第４回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２８年４月２６日

                           １３時３０分～１５時５５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４回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２８年４月２６日「平成２８年第４回海老名市農業委員会定例総会」を海老名市議

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

 1番 鈴木 守   2番 加藤 晃   3番 清水 澄雄  4番 瀬戸 正己 

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

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

13番 齋藤 孝一 14番 大矢 美知子 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。

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

19番 宮台 孝治 20番 細川 英治

事務局の出席は次のとおりである。

 事務局長 植松 正、  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16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17号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 日程第３ 議案第18号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

 日程第４ 議案第19号 引き続き特定貸付を行っている旨の証明について 

 日程第５ 議案第20号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認について 

 日程第６ 議案第21号 生産緑地に係る主たる従事者についての証明願いについて 

審議事項は次のとおりである。 

⑴  農地の使用貸借権の解約について 

⑵  農地の一時使用について（報告） 

⑶  非農地証明書の証明願いによる専決処分について 

⑷  農地転用届出による専決処分について 

⑸  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
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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、７番委員、８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】  報告事項が終了いたしました。ただいまの報告につきまして、何かご質

問等がありましたら挙手をもってお願いいたします。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

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

たいと思います。 

 続きまして、先ほど事務局長からお話がございましたとおり、本日は傍

聴希望者がございます。傍聴につきましては、農業委員会会議規則第１４

条では、委員会の会議は公開とすると規定をされておりますので、規定に

基づきまして傍聴の許可をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、傍聴を許可させていただきます。 

 傍聴人を事務局より入室をさせていただきたいと思います。 

 暫時休憩とさせていただきます。 

          （休 憩） 

【議  長】  それでは、休憩を解きまして、これより会議を進めたいと思います。付

議事項に入ります。 

 議案書６ページ、日程第１、議案第１６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。 

 受付番号は１６番でございます。 

 事務局から提案説明をお願いいたします。 

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

設定する場合には、原則として農業委員会の許可を受けなければならない
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旨が規定されています。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。 

 提案説明の前に、農地法第３条の、農地の権利を移転または設定すると

きの許可基準について、先日、研修会で県職員から説明がありましたが、

今日は初回ですので、もう１度改めて確認させていただきたいと思いま

す。 

 本日お配りした紙に、「農地法第３条の許可基準について」という、大

きく丸が４つ書いてあるような、横長の資料をつけさせていただいている

ので、そちらをご覧いただきながら、再度許可基準について確認をいただ

ければと思います。 

 農地の権利を移転、または設定するときの許可基準については、権利を

受ける方が個人の場合には、資料にあるとおり、大きく４つの観点の要件

があります。１つ目は、全部効率利用要件と呼んでいるもので、「権利を

取得しようとする者又はその世帯員等が、取得後耕作又は養畜の事業に供

すべき農地等のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと」という要件で

す。これは、「権利を取得しようとする者又は世帯員等の経営規模、作付

作物等を踏まえ、（機械・労働力・技術）の要素等を総合的に勘案して判

断する」こととしています。個別案件の審議では、地区担当委員から申請

者世帯の農業経営の状況などのご報告やご意見をいただきます。また、事

務局から補足説明として、申請書や農家基本台帳に記載されている申請者

世帯の農業用機械の保有状況や、申請者世帯の農業従事者、それぞれの農

業従事日数や、農業経験年数を報告いたします。これらから要件を確認し

ていただきたいと思います。 

 ２つ目の要件は、農作業常時従事要件と呼んでいるもので、「権利を取

得しようとする者又はその世帯員等が、取得後、耕作又は養畜の事業に必

要な農作業に常時従事すること」という要件です。「常時従事は年間１５

０日以上農作業に従事している場合をいう」こととされています。先ほど
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申し上げましたとおり、申請書や農家基本台帳に記載されている世帯員そ

れぞれの年間農業従事日数を事務局から報告いたしますので、そちらで、

世帯員のうちに年間１５０日以上農作業に従事している方がいらっしゃる

ことを確認いただきたいと思います。 

 ３つ目の要件は、下限面積要件と呼んでいるもので、「権利を取得しよ

うとする者又はその世帯員等が、取得後において耕作の事業に供すべき農

地の面積の合計が下限面積（海老名市においては３０アール）に達するこ

と」という要件です。申請者世帯の現在の農業経営面積は、議案書に記載

されていますので、そちらをご覧になって確認いただきたいと思います。 

 ４つ目の要件は、地域との調和要件と呼んでいるもので、「取得後の耕

作又は養畜の事業内容並びにその農地等の位置及び規模からみて、農地の

集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率

的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと」という要件

です。申請書には、この要件に対応した項目がありますので、記載事項を

事務局が補足説明として申し上げます。地区担当委員のご報告、ご意見に

加え、その申請書記載内容から要件をご確認いただきたいと思います。 

 それでは、案件の提案説明をいたします。議案書の６ページをご覧くだ

さい。 

 受付番号１６、申請地は、大谷南■■■■■■■■■、台帳地目、山

林、現況地目、畑、■■■平米、譲受人は、大谷北■■■■■■■■、■

■■■、譲渡人は、国分南■■■■■■■■、■■■、申請の事由は、経

営規模拡大、権利の種類は、所有権の移転です。現地の案内図は、お送り

させていただいた封筒に入っていた資料１というのをご覧ください。 

 以上でございます。 

【議  長】  続きまして、地区委員の意見を求めます。５番委員。 

【５番委員】  それでは、ご説明いたします。 

 譲受人、■■■■さんの農業の経営状況につきましては、機械といたし

まして、トラクターを１台、管理機を４台、田植機を１台所有していると

のことでございます。労働力といたしましては、家族４人でやっていると

いうことでございます。年間農作業従事日数は、２００日程度とのことで
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ございました。そして、この土地について言いますと、隣地が■■さんが

所有している山林でございます。譲渡人の■■さんはおじさんに当たる人

で、もともと■■さんの先代から譲り受けた山林を畑として利用していた

ということで、高齢になってきたということで、これ以上畑を耕作できな

いということで、それならばもとに戻してもらって、買い戻したいという

ようなお話でございました。もともと山林でして、譲り渡す人がしやすい

ように、ある程度開墾して使っていたというような畑でございまして、譲

受人の■■■■さんも、畑として今後使っていきたいというような説明で

ございました。 

 以上です。 

【議  長】  ありがとうございました。 

 それでは、事務局から補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  譲受人の■■■■さんの農家世帯としての状況は、申請書には、■■さ

んと、妻の■■■さん、■■さんの息子の■■さんと、同じく息子の■■

さんの４人が農業従事者ということで書いてございました。農業経営主

は、■■■■さんだそうです。世帯員の農業経験年数や農業従事日数につ

いては、５番委員がご報告されていたのと同じことが記載されていまし

た。■■さん世帯の現在の農業経営面積は、田んぼが■■■■平米、畑が

■■■■平米、合計、■■■■平米です。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、申請書に記載がございました。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】  続きまして、現地調査、きのう行っていると思いますが、班長の意見を

求めます。７番委員、お願いいたします。 

【７番委員】  昨日、事務局と１班で現地を確認しました。確認したところ、農地とし

て利用されているので、別段問題はないかと思われます。 

 以上です。 
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【議  長】  今の意見を踏まえまして質疑を受付けさせていただきたいと思っており

ますが、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がないようでしたら。意見はございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見もないようですから、採決をさせていただきたいと思い

ますが、この案件を承認する方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございますので、承認をさせていただきます。 

 続きまして、受付番号１７について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  受付番号１７、申請地は、中新田字■■■■■■■、台帳地目、田、現

況地目、田、■■■平米、ほか２筆、議案書のとおりです。譲受人は、河

原口■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、国分南■■■■■■■■、

■■■■、目的は、経営規模拡大、権利の種類は、所有権の移転です。現

地の案内図は、資料２－１と２－２をご覧ください。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは地区委員の意見を求めます。４番委員。 

【４番委員】  ■■■■さんは、夫婦、子供の４人で農業経営を行っています。自作地

は、全て耕作、管理がよくされております。今回、経営規模拡大というこ

とで購入されるということですけれども、購入する市の催事広場の西側の

２筆は、毎年、農地の利用状況調査で指摘を受けていて、今後は、譲受人

の方が、きれいに解消できるのではないかというふうに思っております。

また、■■■■さんの後継者もいらっしゃいますので、経営規模拡大して

も問題はないかと思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

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

■■さん、息子の■■さん、娘の■■さんの４人が農業従事者だそうで

す。農業経営主は、■■■■さんです。譲受人の■■■■さんの農業経験
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年数は４０年、農業従事日数は、年間１５０日、妻の■■■さんの農業経

験年数は３０年、農業従事日数は、年間６０日、息子の■■さんの農業経

験年数は１０年、農業従事日数は、年間６０日、娘の■■さんの農業経験

年数は７年、農業従事日数は、年間６０日だそうです。■■さん世帯の現

在の農業経営面積は、田が■■■■平米、畑が■■■■平米、合計、■■

■■平米です。機械は、トラクター、耕運機、田植機等を所有しているそ

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、現地調査班長の意見を求めます。７番委員。 

【７番委員】  現地を確認したところ、■■■番については農地として利用されていま

した。また、■■■■■と■■■■■については、今、４番委員から説明

がありましたとおり、今までは農地として利用されていないようでした

が、現地を確認したところ、耕されていました。これからは経営規模拡大

により、農地として利用されるので、問題はないと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  以上で意見を終了させていただきますが、質疑のある方。ありません

か。 

【７番委員】  ちょっと事務局に確認なのですけれども、農用地利用集積計画に基づく

貸し借りですけれども、これについての貸し借りの場合の面積は、今回と

しますと自作地に含まれているのですか。 

【主  事】  ７番委員からご指摘があって、初めて気がついたところですけれども、

実は■■■■さんは、農用地利用集積計画、農業委員会が認める貸し借り

で農地を借りていられる方でいらっしゃいまして、私どもの議案書の記載

ミスでございます。所有しているところが■■■■平米、借りているとこ

ろが■■■平米で、耕作しているところを合わせた数字が■■■■平米で
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す。ですので、大変申しわけないのですけれども、議案書を訂正させてい

ただきたいと思います。議案書６ページの受付番号１７、■■さんの自作

地の面積が間違って記載されておりまして、自作地と借入地のところでご

ざいます。自作地の面積が■■■■平米、こちらが所有されていて、ご自

身で耕作なさっている面積でございます。借りてられる面積が、■■■■

■平米でございます。合わせた耕作面積が、間違って記載されていた■■

■■平米でございます。議案書の記載を訂正させていただきたいと思いま

す。大変申しわけありませんでした。 

【議  長】  今事務局から訂正願が出されました。今の訂正のとおり訂正することに

ご了解いただけますでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですから、今、事務局が訂正願を出されたとおりの

数字に訂正をさせていただきます。 

 ほかに質疑ございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見を求めます。意見はございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見なしですね。 

 それでは、採決をさせていただきます。この案件につきまして、賛成の

方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  全員賛成でございますから、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号１８について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  受付番号１８、申請地は、社家字■■■■■■■、台帳地目、田、現況

地目、田、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。２筆とも、市街

化調整区域、農業振興地域内の田です。譲受人は、中野■■■■■■■■

■、■■■、譲渡人は、東京都日野市東豊田■■■■■■■■■、■■

■、持分２分の１、東京都板橋区大谷口■■■■■■■、■■■■、持分

２分の１、目的は、経営規模拡大、権利の種類は、所有権の移転です。現
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地の案内図は、資料３をご覧ください。 

 以上でございます。 

【議  長】  続きまして、地区委員の意見を求めます。１７番委員。 

【17番委員】  ■■■さん宅なのですけれども、中野でも指折りの農家でございます。

それに対して経営を拡大する、家族みんな労働力がそろって、４人ばかし

でやっておられます。問題はないと思います。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

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

ん、息子の■さん、娘の■■■さんの４人が農業従事者だそうです。農業

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３００日、妻の■■さんの農業経験年数は６０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２０年、農

業従事日数は、年間３００日、娘の■■■さんの農業経験年数は５年、農

業従事日数は、年間３００日と申請書に記載があります。■■さん世帯の

現在の農業経営面積は、田が■■■■■■平米、畑が■■■■■■■平

米、合計、■■■■■■■■■平米です。機械は、トラクター、田植機、

コンバイン、防除機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】  現地調査班長の意見を求めます。７番委員。 

【７番委員】  現地を確認したところ、農地として利用されているので、別段問題はな

いと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、質疑のある方、いられませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見のある方、ございませんか。 
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        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、採決に移らせていただきます。 

 この案件につきまして、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございますので、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書７ページの日程第２、議案第１７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５について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主 事】  まず、提案説明の前に、委員の皆様には、新任研修等でご確認いただ

いているかとは思いますが、いま一度、農地法第４条及び第５条、農地転

用の仕組みをご一緒にご確認していただきながらご審議をいただければと

思います。同じ内容の繰り返しになる部分も多く、大変恐縮ではございま

すが、ご確認をいただければと思います。 

 それでは、事前に郵送しております資料、及び、本日机の上に置かせて

いただきました、１ページ目に海老名市農業委員会会議規則というふうに

書いてありました資料のページを２枚めくっていただきまして、「農地転

用許可制度の概要―農地法―」というふうに書かれたＡ４の資料をご覧く

ださい。 

 そちらの資料と、そこからもう１ページ開いていただきますと、「審査

基準」と書かれた資料がございます。これらを説明で使用させていただき

ますので、あわせてご覧いただくようにお願いいたします。 

 特に農地転用の許可に関する審査につきましては、こちらの審査基準を

もとに行っておりまして、委員の皆様にはお時間のあるときにそちらのほ

うは中身をよくご確認いただきたいと思います。 

 それでは、説明いたします。 

 「農地転用許可制度の概要―農地法―」という資料をご覧ください。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
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す。 

 農地転用の許可基準は、大きく３つございます。農地転用をしようとす

る場所によって判断される立地基準、こちらの資料で真ん中のほうに立地

基準とございまして、その左の農地区分と書かれているところがございま

す。１つ目が、立地基準でございます。また、転用が確実に行われるもの

であるか、周辺農地への被害防除が適切であるかなどによって判断される

一般基準、また、そのほか、こちらの資料には記載がないのですが、県が

定めている転用目的ごとに要件が異なる個別基準、という基準がございま

す。 

 まず、許可基準の１つ目の立地基準でございます。こちらは、大きく５

種類に区分されております。１つ目が、市町村が定める農業振興地域整備

計画において農用地区域とされた区域内の農地で、「農用地区域内農地」

に区分されます。農用地区域内農地は、農地転用が原則不許可となる農地

区分です。２つ目が、市街化調整区域内の農地で、農業公共投資が行われ

てから８年以内の農地や、集団農地で高性能農業機械での営農が可能な農

地で、「甲種農地」に区分されます。甲種農地は、農地転用が原則不許可

ですが、海老名市内に甲種農地に該当する農地はございません。３つ目で

すが、１０ヘクタール以上の農地が広がっている集団農地の区域内の農

地、農業公共投資の対象となっている農地、生産力の高い農地で、「第１

種農地」と区分されます。第１種農地は、農地転用が原則不許可となる農

地区分ですが、農業用施設用地としての転用や、農業集落に接続し農家住

宅を建てる場合など、例外的に許可となる場合もございます。４つ目が、

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地、市街地と

して発展する可能性のある農地でして、こちらが「第２種農地」に区分さ

れます。第２種農地は、次、説明いたします第３種農地に立地困難な場合

などに許可となる農地区分でございまして、その土地にかえて事業の目的

が達成できるような土地がない場合のみ、許可となる農地区分でございま

す。５つ目が、都市的整備がされた区域内の農地、市街地にある農地で、

「第３種農地」に区分されます。第３種農地は、農地転用が原則許可とな

る農地区分でございます。こちらは、立地基準の概要的な部分を資料に沿
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って説明させていただきましたが、これらの区分について具体的な要件と

いうところにつきましては、先ほど申し上げた次のページからの審査基準

という資料に細かく記載がございます。後ほど、今回の申請があった案件

につきましては、説明をする際に、こちらの審査基準のどこに該当するの

かというところもあわせてご確認をいただきたいと思います。 

 また、立地基準の判断をする際の留意点としまして、農用地区域内農地

かどうか、甲種農地かどうかという判断をしましたら、そのときには、第

３種農地かどうかを判断いたします。例えばもし１０ヘクタール以上の集

団農地の区域内の農地であり、第１種農地の要件があるような土地であっ

たとしても、周辺の市街化の度合いによって第３種農地と判断できるとい

う場所につきましては、立地基準は第３種農地で、農地転用が原則許可と

なる区分に該当することとなります。第３種農地でない場合には、第２種

農地かというところを判断し、第２種農地にも該当しないという場合、第

１種農地かどうかを判断いたします。また、いずれにも当てはまらない場

合には、その場所は第２種農地と判断されることとなります。 

 続きまして、許可基準の２つ目、一般基準でございます。一般基準は、

次に該当する場合、不許可となる基準でございまして、大きく２つの項目

がございます。１つ目が、転用の確実性が認められない場合、具体的に

は、他法令の許認可の見込みがない場合や、関係権利者の同意がない場合

などでございます。２つ目は、周辺農地への被害防除措置が適切でない場

合で、具体的には、土砂の流出、崩壊のおそれがある場合や、雨水や汚水

の排水計画が適切でない場合などでございまして、特にこの部分につい

て、定例総会の場では重点的にご確認をいただきたいと考えております。

また、一時的に農地でない使い方をして事業の目的が達成された後に農地

へ復元するという場合には、一時転用という扱いになりまして、その場合

には農地への原状回復が確実と認められない場合には許可にならないとさ

れています。以上が一般基準の説明でございます。 

 ３つ目の個別基準ですが、個別基準につきましては、現在ご覧いただい

ている資料には記載がなく、その次のページから始まります審査基準とい

うふうに書かれた資料に記載がございますので、こちらの資料をご覧くだ
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さい。 

 審査基準と書かれている資料の１４ページ目になりますので、１４ペー

ジをお開きください。下の段になります。一番下に４と書かれた項目がご

ざいまして、こちらが個別基準の項目となっております。そのうち、１５

ページ、次のページの中ほどの段に（２）転用目的ごとの要件というふう

に書かれた項目がございます。例えば、今回の転用目的、これから提案説

明をさせていただくのですが、自己住宅というふうになっていまして、今

回の転用の目的は、その中段のところのア、自己住宅と書かれている箇所

が該当いたします。自己住宅の場合には、（ア）現に住宅を有していない

か、建築後転売のおそれがないこと、（イ）市街化区域に土地を所有して

いないか、その他の区域に適地を所有していないこと、（ウ）敷地面積は

原則として農家住宅にあっては1,000平方メートルを、その他の住宅にあ

っては５００平方メートルを超えないものであることが自己住宅の場合の

個別基準でございます。 

 以上、仕組みの説明とさせていただきまして、これから案件の提案説明

をさせていただきます。 

 議案書に戻りまして、議案書の７ページをご覧ください。 

 受付番号５、申請地は、杉久保北■■■■■■■■■、登記簿地目、

畑、■■平米、同■■■■■■、登記簿地目、畑、■■■平米、合計、

畑、■■■平米です。現況は、市街化調整区域内の畑です。転用者は、杉

久保北■■■■■■■、■■■■、土地所有者は、■■■■■■が、横浜

市旭区南希望が丘■■■■■■、■■■■、■■■■■■が、杉久保北■

■■■■■■、■■■■、転用の目的は、自己住宅、権利の種類は、使用

貸借権の設定です。現地の案内図は、郵送でお配りをさせていただきまし

た資料４－１をご覧ください。資料は、案内図のほかに、現地の写真、土

地利用計画図、造成計画の断面図、建物の立面図と平面図をお配りしてお

ります。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。地区委員の意見を求めます。１１番委

員。 
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【11番委員】  現在、畑として使っています土地です。隣が弟さんの住宅で、建てると

ころの隣接地が全部自分の土地ということで、別に問題ないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主 事】  補足説明をいたします。 

 杉久保で農業を営んでいる■■■■さんが、農地転用して自己住宅を建

築するという申請です。■■■■さんは、現在、夫婦２名、子供４名、

母、祖母の合計８名で暮らしているそうですが、子供がふえ、また、その

成長につれて、現在の住宅では手狭になってきたということから、新しく

住宅を建築し、引っ越しをしたいとのことです。現在の住宅の敷地には、

農作業のための機械の置場や農作業所があり、農作業の都合上、そこから

近い場所に住居を構えるのが都合がよいとのことで、当該地での申請に至

ったそうです。 

 それでは、郵送でお配りした資料４－１及び「農地転用許可制度の概要

－農地法－」という先ほどご覧いただいた資料をあわせてご覧ください。 

 先ほど申し上げました大きい許可基準の１つ目でございます、立地基準

でございます。資料４－１の左下に農地区分というふうに書かれたところ

がございまして、当該地の農地の立地基準は、第３種農地でございます。

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。「農地転用許可制度の概要－農地法－」とい

う資料では、一番下に記載された区分となります。こちら、概要としての

区分のされ方が書いてございますが、具体的な判断といたしましては、資

料が飛んでしまって申しわけないのですけれども、審査基準というふうに

書かれた次のページからの資料に具体的な記載がございますので、こちら

の該当箇所をご覧いただければと思います。審査基準という資料の１ペー

ジ目からが立地基準の説明となっておりますが、こちらのページをめくっ

ていただきまして、９ページでございます。９ページの中ほどの段から少

し下のところに（４）第３種農地という項目がございます。ア、要件とし

ましては、「農用地区域内にある農地以外の農地であって、市街地の区域
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内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地のうち、次に掲げる区域

内にあるもの」が第３種農地と判断される要件となっております。 

 そのうち、さらに１ページめくっていただきまして、１０ページでござ

います。１０ページの一番下のところに（イ）というふうに書いてあると

ころがございます。ここに「宅地化の状況が次に掲げる程度に達している

区域」という項目がございまして、その続きの「ａ 住宅の用若しくは事

業の用に供する施設又は公共施設若しくは公益的施設が連たんしているこ

と」という記載がございます。今回の案件に関しましては、こちらに該当

いたしますので、立地基準は第３種農地ということで、大きい３つの基準

のうち、１つ、立地基準は満たしているものと考えられます。 

 続きまして、土地利用の計画を説明いたします。許可基準の２つ目、一

般基準のうち、周辺農地への被害防除措置が適切であるかなどについて、

郵送でお配りいたしました資料４－２の土地利用計画図、また、４－３の

造成計画断面図をもとにご説明いたしますので、計画がこの基準にかなっ

ているかというところにご留意いただきながら、一緒に確認していただけ

ればと思います。 

 それでは、説明いたします。 

 申請地を整地、転圧し、２階建ての住宅を建築する計画です。こちら、

Ａ３の図面は縦にしていただきまして、上側が北の方角というふうになっ

ております。南側の歩道から４メートルの幅の通路をつくり、北側に住宅

を建築いたします。敷地面積は■■■平米、そのうち建築面積は75.36平

米となっております。敷地の周囲は、農地との区切りを行うため、コンク

リートブロック１段、また、北東側、方位が書いてあるすぐそばの部分だ

け、コンクリートブロック３段で囲う計画というふうになっております。

敷地内には雨水の浸透桝、合併浄化槽を設置する計画です。 

 続きまして、資料４－３をご覧ください。こちらが造成計画の断面図に

なります。図面の上側が敷地を東西に切ったＡＡ´断面というふうに書か

れているところでございます。また、図面の右側が敷地を南北に切ったＢ

Ｂ´断面というふうに書かれているものでございます。現在、敷地は一体

で畑として使用されておりまして、高低差の生じていない土地でございま



16

す。また、造成の計画におきまして、切土や盛土などを行うということは

ないとのことで、敷地は隣接農地と高低差のない計画となっております。

しかし、農地として使う部分と宅地にする部分とで使い方を分けることに

なりますので、敷地は東側のみコンクリートブロック３段、また、そのほ

かの箇所はコンクリートブロック１段により区切りを行う計画となってお

ります。続きまして、雨水、汚水の排水計画についてですが、雨水は、敷

地に雨水の浸透桝を５カ所設置いたします。また、汚水は合併浄化槽を設

置するということによって、敷地内で浸透処理をする計画となっておりま

す。これらによって土砂の流出、崩壊や、周辺農地への悪影響が防がれる

計画です。 

 最後に、農地転用の許可基準の３つ目、個別基準についてでございま

す。先ほど審査基準という資料でご確認いただきましたとおり、農地法の

審査基準のうち個別基準におきまして転用の目的が自己住宅の場合の要件

でございますが、審査基準という資料に戻っていただきまして、１５ペー

ジの先ほどご覧いただいた箇所をもう１度ご覧いただければと思います。

農地法の審査基準のうち個別基準において、転用の目的が自己住宅の場合

には、現に住宅を有していないか、建築後転売のおそれがないことという

要件がございますが、■■■■さんの現在の住まいは、父、■■■■さん

のお名前となっておりまして、■■さんから借りて住んでいるとのことで

す。■■さんは、そのほかにも所有している住宅というものはございませ

ん。このことにつきまして事務局で確認をいたしております。また、■■

さんは、市街化区域やその他の土地に農地を有しておらず、敷地の面積は

■■■平米であるため、こちらに掲げられている個別基準も満たしている

ものと思われます。 

 郵送でお配りした資料４－４、４－５には、建物の平面図や立面図をお

つけしておりますので、こちらも参考にご覧いただければと思います。 

 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、周辺の

土地への被害防除策も図られていることから、事務局としまして転用やむ

なしと思われます。 

 委員の皆様には、今ご確認いただきましたとおりの観点からご審議をい
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ただきまして、総合的にご判断をいただければと思いますので、よろしく

ご審議のほどお願いいたします。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、現地調査班長の意見を求めます。７番委員。 

【７番委員】  現地を確認したところ、現地は農地として利用されていました。今説明

があったとおり、周囲はブロックが設置されるので、土砂の流出はないか

と思われます。また、周囲の土地は■■さんご本人の土地なので、隣接者

の同意はないとのことでした。それについては、この土地については、問

題はないかと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、質疑を受けますが、質疑はございますか。 

【19番委員】  ■■■■さんと■■さんは、先ほど親子関係とおっしゃったと思うので

すが、こういう場合は、分家住宅には当たらないのでしょうか。 

【主 事】  現在、■■■■さんが農業の経営主として経営を行っておりまして、

■■さんが、もともとご自身は住宅を持っておらず、新しく住宅を建てる

ということですので、経営主として農家住宅を建築するという計画になっ

ております。 

 以上でございます。 

【議  長】  よろしいですか。 

【19番委員】  いいです。 

【議  長】  ほかに。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ほかに質疑がないようでしたら、意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見がないようですので、それでは、採決をとらせていただきます。 

 この案件につきまして賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  全員賛成でございますので、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書８ページ、日程第３、議案第１８号 引き続き農業を行っ

ている旨の証明についてを議題といたします。 
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 受付番号６について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  この案件についても、まず最初に、制度の説明をさせていただければと

思っております。 

 これから制度の説明をするのに使うのは、今日、机の上にクリップどめ

で置いてあった中にある「納税猶予制度をご存じですか」という資料でご

ざいます。 

 農業委員会の会議規則が一番上にあって、その次に３条の丸が大きく４

つ書いてあるような資料があってというつづりの続きに入っているもので

ございます。「農地等の相続税・贈与税 納税猶予制度をご存じですか」

という資料をご覧いただきながら、制度の説明を聞いていただければと思

います。 

 まず一番最初に、右下に人の絵が２つ書いてある表紙のところを見てい

ただければと思います。制度の説明をさせていただきます。 

 「農地等については、相続税と贈与税の特例措置が設けられ、経営の継

承や農業後継者の育成などに大きな役割を果たしています」と書いてあり

ます。海老名市の農地に関して言えば、現時点でおよそ１６０人の方がこ

の相続税納税猶予制度を利用していて、対象の土地はおよそ７７ヘクター

ルがあります。これは、市内の農地全体の１割を超える面積です。 

 資料を１枚めくっていただきたいと思います。左上に１とあって、「農

地等の相続税納税猶予制度のあらまし」と書いてあるページです。制度の

具体的な仕組みについて説明します。最初に断らせていただくのですが、

この相続税納税猶予制度の中で、特定貸付けという言葉が資料にはたくさ

ん出てきますが、これについては、また後ほど説明いたしますので、特定

貸付けに関する例外的な部分を除いて、まず概要を説明させていただきた

いと思います。 

 一番上の網かけになっている文章を、特定貸付けに関する記述を除いて

読み上げますので、皆様には、中段の丸の中に文字が書いてあって、矢印

でつないであるような図をご覧いただきながら聞いていただければと思い

ます。 

 読み上げます。この制度は、農業相続人が、農業を営んでいた被相続人
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から農地等を相続し、農業を継続する場合には、農地等の価格のうち農業

投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに

納税猶予期限までその納税を猶予され、原則として一定の要件に達したと

きに免除されるという制度です。この制度の適用を受けるには、被相続

人、農業相続人、対象の土地の立地にそれぞれ要件があります。 

 資料をもう１枚ページを進んでいただければと思います。Ａ３の横長

で、四角が矢印でたくさん結んであるような図です。相続税の納税猶予を

受けるときには、被相続人、農業相続人には、それぞれ資料の上のところ

に書いてあるような要件がありますが、ここには原則と例外が同列に記さ

れていますので、今は特に原則のみを確認していただきたいと思います。

左上の四角の中ですが、被相続人の要件、これの原則は、①のところにあ

る死亡の日まで農業を営んでいた人です。次に、農業相続人の要件、こち

らの原則は、①にある相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後

も引き続き農業経営を行うと認められる人です。相続があって、相続税の

納税猶予を受けようとするときには、最初に農業委員会で、この被相続

人、農業相続人、それぞれの要件があるかどうかについて証明を受け、税

務署へ提出することになっています。 

 納税猶予の対象にできる土地にも要件があります。資料の中段、右側の

四角の中の農地の絵に上にある四角い表をご覧いただきたいと思います。

海老名市は三大都市圏の特定市に指定されていますので、この表の太枠で

囲われたところが該当です。海老名市内の土地では、市街化区域内の農地

のうち生産緑地と市街化調整区域内の全ての農地が相続税納税猶予の対象

にできる土地です。市街化区域内の農地のうち、生産緑地でないところ、

資料では一番右のところ、宅地化農地と書いてありますが、生産緑地でな

いところは、相続税の納税猶予の適用外となっております。 

 相続税納税猶予を受けた相続税は、一定の要件に達したときに免除され

る仕組みがございます。免除となる条件は、ページ下の段、相続税納税猶

予額の免除の欄をご覧ください。海老名市内の農地については、市街化区

域内のうち、生産緑地と、市街化調整区域内の全ての農地のみが納税猶予

の対象にできる土地でした。免除の条件の四角の右側の表で確認すると、
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どちらの区分の農地であっても、終身営農することで免除となる仕組みで

す。今ご覧いただいている欄の左上には、納税猶予が打ち切りとなる場合

が記載されていますが、納税猶予の適用農地等の売り渡し、貸し付け、転

用、または耕作の放棄があった場合、また、農業経営を廃止した場合に

は、納税猶予が打ち切られ、待ってもらっていた相続税の納税を行わなけ

ればならない仕組みです。 

 ところで、相続税の納税猶予が免除となる条件については、先ほど終身

営農することと説明しましたが、これは現在の制度での話です。お配りし

たこの冊子をめくっていただくと、黒っぽいページが終わって、表が出て

きます。農地の相続税の納税猶予の特例についてというところです。ホチ

キスでとめてある中では最後のページなのですけれども、農地の相続税の

納税猶予の特例についてというページをご覧いただきたいと思います。相

続税の納税猶予の制度は、改正が重ねられていて、現在では海老名市内の

場合、全ての土地で終身営農することが条件となっていますが、相続の時

期によっては違う条件だったときもあります。平成３年１２月３１日まで

の相続では、全ての場合で２０年営農すれば相続税の納税が免除となると

いう約束でした。平成４年１月１日から平成２１年１２月１４日までの相

続では、生産緑地が特例の対象地に含まれているかどうかによって、２０

年免除の条件の方と、終身営農することが条件の方がいらっしゃいます。

平成２１年１２月１５日以降の相続では、全ての場合で終身営農すること

が納税猶予の条件になっています。ここまでが相続税の納税猶予制度の原

則の説明です。 

 ここから本日の審議に直結する部分の説明をいたします。また、今見て

いただいていた表をご覧ください。相続税の納税猶予を受けるときの税務

署との約束は、相続の時期によっては、農業を継続する年数だけではあり

ません。表の中に３年ごとという記載がありますが、納税猶予を受けてい

る期間中、相続税の申告期限から３年ごとにこの特例適用の対象地で、農

業を継続している旨の届出をしなければならない仕組みがあります。この

届出をしなければならないのは、原則として平成４年１月１日以降の相続

では、生産緑地を特例対象地に含めた方、それと、平成１７年４月１日以
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降の相続では、全員です。この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に添付する証明書が、議案書で今日審

議をいただく、引き続き農業を行っている旨の証明書です。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利用してきたかと

いう部分を農業委員会が証明するものです。具体的には、ふだんからの農

地パトロールに加え、現在、農地として利用されているかというところか

ら判断をいたします。 

 以上で制度の説明を終えて、議案書をご覧いただきたいと思います。議

案書の８ページでございます。 

 引き続き農業を行っている旨の証明について、提案説明をいたします。 

 受付番号６、被相続人は、中野■■■■■、■■■■■、農業相続人

は、中野■■■■■■■■■、■■■、引き続き農業経営を行っている期

間は、平成２５年４月２７日から平成２８年４月２６日までです。特例農

地等の明細ですが、中野■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、

畑、市街化調整区域、筆の面積、■■■■平米のうち、特例適用は■■■

■平米です。筆のうち、農業用倉庫が建っている部分と入り口のコンクリ

ートのたたきを除いた部分ということです。事務局で４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。質疑のある方、ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方、いられませんね。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、採決をさせていただきます。 

 この案件につきまして、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって承認とさせていただきます。 

 次に、議案書９ページ、日程第４、議案第１９号、引き続き特定貸付け

を行っている旨の証明についてを議題といたします。 
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 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  先ほどの相続税納税猶予の仕組みの説明の続きをさせていただきたいと

思います。一番最後の、相続のあった時期、何年免除とか、終身営農と

か、３年ごととかと書いてある資料をご覧いただければと思います。 

 平成２１年１２月１５日以降の相続からは、市街化調整区域の農地のみ

を対象としての相続税の納税猶予は、終身営農することが条件というよう

に制度が変わりましたが、このときに一緒にできたのが、特定貸付けの仕

組みです。それまでは、相続税の納税猶予を受けている土地は、全て自作

することが税務署との約束だったのですが、平成２１年１２月１５日以降

の相続の場合では、ある一定の方法での貸し借りをしたときは、相続税の

納税猶予が打ち切りとならずに継続されることとなりました。 

 資料のページ、今ご覧いただいている相続税の制度の説明の資料を２ペ

ージ戻っていだたくと、特定貸付けについての説明のページがございま

す。横長のパンフレットのページで、左上に「３ 特定貸付けの概要」と

書いてあるものです。この左上のところを読み上げます。「「特定貸付

け」とは、市街化区域外の農地等において、農地中間管理事業の推進に関

する法律及び農業経営基盤強化促進法により貸し付けた場合に、納税猶予

制度の対象となるその貸付けをいいます。具体的には、①農地中間管理事

業のために行われる貸付け、②農地利用集積円滑化事業のために行われる

貸付け、③農用地利用集積計画の定めるところにより行われる貸付け、を

行った場合が対象となります」と書いてあります。ここで、②に書いてあ

る農地利用集積円滑化事業というのは海老名市では行われていないので、

実質的には、①に書いてある農地中間管理事業と、③の農用地利用集積計

画の２種類の場合が、相続税納税猶予制度で言う特定貸付けです。この２

種類の貸付けは、相続税の納税猶予を受けながらすることができるという

ことになっています。 

 ただし、注意しなければならないことがあります。丸の３つ目のところ

を読み上げます。「相続税納税猶予制度で旧制度の適用を受けている者が

特定貸付けを行った場合には、市街化区域外の農地等すべてについての免

除事由が「２０年間営農継続」による免除から除外され、「終身農地利



23

用」になります」とあります。海老名市は三大都市圏の特定市なので、そ

の続きに書いてある括弧内にある「都市営農農地等を除く」というところ

に当てはまりまして、当初２０年営農することで免除となる約束で始めた

方であっても、納税猶予を受けている土地を特定貸付けした場合には、そ

の時点から免除の条件が終身営農に変わってしまうことになります。この

ような注意点はありますが、納税猶予を受けたまま、納税猶予の対象地を

人に貸してもいいという場合があります。中間管理事業として、県農業公

社に貸し付ける場合と、農用地利用集積計画での貸し借りの場合です。こ

れらの貸し借りを納税猶予の制度上、特定貸付けと言います。この特定貸

付けをしている方が３年ごとに引き続き相続税納税猶予の特例を受けたい

旨の継続届出書を税務署に提出する際に添付する証明書が、議案書９ペー

ジの引き続き特定貸付けを行っている旨の証明書です。過去３年におい

て、相続税の納税猶予を受けている農地が特定貸付けされ、農地として利

用されているかという部分を農業委員会が証明します。 

 それでは、提案説明をさせていただきます。議案書の９ページをご覧く

ださい。 

 受付番号１、被相続人は、下今泉■■■■■■、■■■、相続人は、下

今泉■■■■■■■、■■■■、引き続き特定貸付けを行っている期間

は、筆によって違うのですけれども、■■■■■■、■■■■■■の筆に

ついては平成２３年３月１日から平成２８年４月２６日まで、■■■■■

については平成２７年５月１日から平成２８年４月２６日までです。特例

農地等の明細ですが、海老名市上今泉字■■■■■■■■、現況地目、

田、台帳地目、田、市街化調整区域、■■■平米、ほか２筆、議案書のと

おりです。合計、■■■■平米、全て田んぼです。事務局で４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。それでは、質疑のある方、いませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見のある方。 
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        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようですので、採決に移ります。 

 それでは、この案件につきまして、賛成の方の挙手をお願いいたしま

す。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございますから、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１０ページ、日程第５、議案第２０号 相続税の納税猶予

に係る特例農地等の利用状況確認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いたします。 

【主  事】  この案件は、税務署からの調査で、相続税の納税猶予適用後２０年が経

過することによる納税猶予の特例適用農地の利用状況の確認に対して回答

するものです。平成２１年１２月１４日までの間に相続を受けた方のう

ち、市街化調整区域のみについて相続税の納税猶予の特例の適用を受けて

いる方は、相続税の納税猶予額は、２０年営農を続けることで免除となる

制度でした。議案書の表中の申請面積とありますのは、２０年前に相続税

納税猶予を申請したときの面積です。途中で変更のあった場合、例えば土

地の地籍調査などにより筆が合わさったり、面積が更正されたりした場合

や、特例適用農地のつけかえなどが当てはまりますが、その場合には、こ

の利用状況調査でも、変更後の筆や変更後の面積で確認することとなって

います。確認面積については、現在の市資産税課の土地台帳の面積です。 

 それでは、議案書の１０ページをご覧ください。 

 受付番号１、農業相続人は、座間市西栗原■■■■■■■■、■■■

■、相続開始年月日は、平成８年１月３０日、特例農地等の明細ですが、

上今泉字■■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、■■■平米、

ほか１筆、議案書のとおりです。２筆とも、市街化調整区域内の田で、面

積は、合計、■■■■平米です。４月１５日に事務局で現地確認をしまし

た。全て適正に農地として管理されていました。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方、いらっしゃいますか。 

        （「なし」の声あり） 
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【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、採決をさせていただきます。 

 今の案件につきまして、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって承認とさせていただきます。 

 引き続きまして、受付番号２について、事務局から提案説明をお願いい

たします。 

【主  事】  受付番号２、農業相続人は、寒川町倉見■■■■■■、■■■、相続開

始年月日は、平成８年５月１３日、特例農地等の明細ですが、門沢橋■■

■■■■■■、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。２筆とも、市街化調整区域内の田で、面積は、合計、

■■■平米です。４月１５日に事務局で現地確認をいたしました。全て適

正に農地として管理されていました。 

 以上でございます。 

【議  長】  確認をしますが、申請面積、確認面積が幾つですか。 

【主  事】  申請面積、確認面積とも、上の筆は■■■平米、議案書の下の筆は■■

■平米で、合計、■■■平米でございます。 

【議  長】  それでは、今説明が終わりました。それでは、質疑を受けますが、質疑

のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑も意見もないようですから、採決をさせていただきます。 

 この受付番号２番につきまして、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございますから、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１１ページ、日程第６、議案第２１号 生産緑地に係る農

業の主たる従事者についての証明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いたします。 
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【主  事】  これもまず、生産緑地制度について簡単に説明をさせていただいてか

ら、提案説明をさせていただきたいと思います。 

 先ほど見ていただいた納税猶予の資料の次に、国土交通省のホームペー

ジの資料がございます。生産緑地制度の資料でございます。そちらをご覧

いただければと思います。今日、机の上に置いてあったダブルクリップで

とめてある資料の、先ほどの黒っぽい相続税納税猶予の次にとじてあった

ものが、生産緑地制度の仕組みの説明のホームページを印刷したものでご

ざいます。左上に「公園とみどり」と書いてあります。 

 それでは、生産緑地制度の説明をさせていただきたいと思います。上か

ら生産緑地制度と書いてありますが、生産緑地制度は、「良好な都市環境

を確保するため、農林漁業との調整を図りつつ、都市部に残存する農地の

計画的な保全を図る」という目的でできた制度だそうです。その概要です

が、生産緑地地区を市町村が指定するということになっています。「市町

村は、市街化区域内の農地で、次に該当する区域について都市計画に生産

緑地地区を定めることができる」とあります。３つの要件がございます。

１つ目の要件、ａというところです。「良好な生活環境の確保に相当の効

果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適しているもの」、２つ

目の要件がｂというところです。「５００㎡以上の面積」、３つ目の要件

が、「農林漁業の継続が可能な条件を備えているもの」、この３つが指定の

要件です。現在、海老名市内には２０６カ所、合計で約26.5ヘクタールの

生産緑地がございます。生産緑地の所有者は、生産緑地を農地等として管

理しなければならないとされています。また、生産緑地では行為の制限が

ありまして、「以下の行為については、市町村長の許可が必要。市町村長

は当該生産緑地地区において農林漁業を営むために必要となる施設の設置

等に限り許可できる」ということになっています。 

 そして、生産緑地制度には、農地の所有者の権利救済の観点から、ある

一定の場合に買取りの申出ができる仕組みがあります。４）のところに書

いてある「土地の買取りの申出」というところです。「農林漁業の主たる

従事者が死亡等の理由により従事することができなくなった場合、または

生産緑地として告示された日から３０年が経過した場合には市町村長に買
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取りを申し出ることができる」という仕組みです。買取り申出に係る流れ

については、資料の次の紙の裏に「生産緑地法第１０条（生産緑地の買取

りの申出）の手続きの流れ」という流れ図が書いてある資料がございま

す。そちらをご覧いただきながらまた説明させていただければと思いま

す。 

 農林漁業の主たる従事者が死亡等の理由により従事することができなく

なった場合は、具体的には、死亡した場合と、農林漁業に従事することを

不可能とさせる故障を有することとなった場合の２通りがあります。この

市長への買取り申出の際に必要なのが、議案書１１ページの農林漁業の主

たる従事者についての証明です。農林漁業の主たる従事者とは、専業従事

者、兼業従事者にかかわらず、農林漁業経営における中心的な働き手、も

しくは農林漁業経営に欠くことのできない者です。その者が従事できなく

なったため、当該生産緑地における農林漁業経営が客観的に不可能となる

ような場合における当該者です。この主たる従事者であるかどうかについ

ては、農業委員会が証明をすることとなっています。 

 買取りの申出をした後の流れですが、図をご覧いただきたいと思います

が、買取り申出の事由が発生して、農業委員会の証明を受けた後に、市長

へ生産緑地を買い取るよう申し出ると、市が買い取るか買い取らないかの

判断をして、通知を申出受付の日から１カ月以内にすることになっていま

す。市が買い取らない場合には、農林漁業を行う希望者へのあっせんをし

て、あっせんが整わなければ買取申出を受け付けた日から３カ月後に行為

の制限の解除を申出者に通知するということになります。 

 それでは、議案の提案説明をさせていただきたいと思います。議案書の

１１ページをご覧ください。生産緑地に係る農業の主たる従事者について

の証明です。 

 受付番号１、申請者は、望地■■■■■■■■、■■■■、買取り申出

事由は、主たる農業従事者の故障、買取り申出事由発生日は、平成２８年

１月５日、申請者は、買取り申出事由発生者本人です。買取り申出をする

生産緑地は、望地■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、畑、■■

■平米です。現地の案内図と資料は、郵送でお配りさせていただいた地図
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と写真のある資料の資料５をご覧ください。４月１４日に事務局で現地確

認調査をしたところ、現地は農地として適正に管理されていました。ま

た、申請者の■■■■さんは９１歳で、平成２８年１月に提出された農家

基本台帳では、世帯の農業経営主として、年間農業従事日数、２００日と

記載されています。聞き取りと提出資料の記載によると、今年の１月５日

に脳梗塞で倒れ、その影響により、農作業の継続ができなくなったとのこ

とです。特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  説明が終わりました。質疑のある方。 

【16番委員】  参考に教えてほしいのですけれども、面積が■■■となっていますよ

ね。生産緑地は５００平米以上と今説明を受けたと思うのですけれども、

その差というのは、ほかの農地と一緒に生産緑地を受けたのではないかと

思うのですけれども、そういったような場合、残った農地というのは何か

あるのでしょうか。例えば一緒に解除されちゃうとかということなのです

けれども。 

【主  事】  ご質問ありがとうございます。今おっしゃっていただいた観点ですけれ

ども、望地■■■■■■■という筆は■■■平米で、確かに生産緑地の指

定の面積に達しないところでございます。実はもう１筆、望地■■■■■

■■という別の筆の３６８平米と合わせて５００平米以上のひとつの生産

緑地として指定を受けているものでございます。実はその２筆は所有者が

違っておりまして、■■さんが今回この筆の買取り申出をして、もしあっ

せんが整わなかったりして、生産緑地の指定が外れることになったときに

は、一緒に指定を受けている■■■番という別の筆も、生産緑地指定の要

件を満たさなくなってしまうため、生産緑地ではなくなってしまうという

ことがございます。なので、16番委員のおっしゃったとおりでございま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  よろしいですか。 

【16番委員】  了解しました。 

【議  長】  ほかに。 
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        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ほかに質疑がないようでしたら、意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑も意見もないようでしたら、採決をさせていただきます。 

 受付番号１番につきまして、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございますので、承認とさせていただきます。 

 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いたし

ます。 

【主  事】  受付番号２、申請者は、今里■■■■■■■■■、■■■■、買取り申

出事由は、主たる農業従事者の故障、買取り申出事由発生日は、平成２８

年４月１日、申請者は、買取り申出事由発生者本人です。買取り申出をす

る生産緑地は、今里■■■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、

畑、■■■平米です。現地の案内図と写真は、資料６をご覧ください。４

月１４日に事務局で現地確認調査をしたところ、現地は農地として適正に

管理されていました。また、■■■■さんは８３歳で、平成２８年１月に

提出された農家基本台帳では、世帯員は■■さんお１人と記載されていま

す。聞き取りと提出資料の記載によると、過去に脳梗塞になり、また、パ

ーキンソン症候群などのため、現在は老人介護施設に入所している、要介

護３の認定を受けている、農作業は難しい、とのことです。農地は、親族

で管理しているような状況だそうです。特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  説明が終わりました。質疑のある方、ありませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  なければ、意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑も意見もないようですから、採決に入らせていただきます。 

 この案件につきまして、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  全員の賛成でございますから、承認とさせていただきます。 
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 次に、議案書１２ページでございますが、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）農地の使用貸借権の解約についてを案件といたします。 

 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地の使用貸借の解約のときには、農業委員会に届出をしていただいて

います。今回の案件は、農業委員会で決定した農用地利用集積計画に基づ

く農地の使用貸借について、解約したことの届けを受け付けましたので、

報告いたします。 

 受付番号１、届出地は、中新田字■■■■■■■、現況地目、田、台帳

地目、田、■■■平米、貸人は、国分南■■■■■■■■、■■■■、借

人は、大谷南■■■■■■■、■■■■■、農用地利用集積計画により行

われていた田の使用貸借の解約です。合意解約を平成２８年３月３１日に

して、土地の引き渡しは、４月２８日とのことです。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。ありませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、この件につきまして、承認ということで異議ございません

か。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書１３ページ、農地の一時使用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いたします。 

【主  事】  県や市が実施する公共工事に伴う資材置場や工事ヤード等のための農地

の一時使用については、所有者、使用者、事業者の３者から連盟で申請を

してもらうことにより、農地転用許可不要案件として処理しています。農

業委員会では、農地を使用することがやむを得ないものであるかどうか、

周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれがないかなどを確認します。原

則としては、農業委員会での確認後から現地を使用していただくようにし

ていただいています。これについては、今回の審議では、以前から使用し
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ているものの、継続の申請が２件ありましたので、報告いたします。 

 受付番号１、申請地は、中新田■■■■■■■■■、現況地目は、雑種

地、台帳地目は、畑、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおり、合計、■

■■■■■■平米、所有者は、中新田■■■■■■■■■、■■■■■、

ほか３名、議案書のとおり、使用者は、横浜市西区平沼■■■■■■■■

■、■■■■■■■■横浜支店、執行役員支店長■■■■、事業主は、勝

瀬１７５番地の１、海老名市長内野優、工事名は、相模線・（仮称）市道

５３号線バイパス立体交差工事、目的は、仮設事務所、休憩所、施工ヤー

ド等として使用するため、使用の期間は、平成２８年４月１日から平成２

９年３月３１日までです。本件は、平成２６年１月２７日から平成２８年

３月３１日までということで申請があった件について、使用期間を延長す

るというものです。引き続きの使用ですので、現況地目は農地になってお

らず、雑種地という表記にしています。 

 案内図と写真のある資料の７－１をご覧いただきたいと思います。この

工事の目的である（仮称）市道５３号線バイパスというのは、ＪＲ相模線

を潜って、ものみの塔側と運動公園側を新しく結ぶ道路です。地権者との

契約が年度ごとになることから、このような形での申請となっています。

この農地の一時使用について問題ないものと判断し、専決処分で受理した

ことを報告いたします。 

 写真と地図のほうの冊子では、資料７－１に案内図と現地の写真、７－

２に土地利用の計画図を配付しています。 

 以上でございます。 

【議  長】  この案件につきまして、地区委員の意見を求めます。６番委員。 

【６番委員】  海老名市道路整備課からこの工事案件につきまして説明がございまし

て、海老名市公共事業の継続事業であるということから、問題ないと思わ

れます。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、これにつきましては報告でございますから、承認と

いう形でよろしいでしょうか。 
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       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書１４ページ、受付番号２について、事務局から提案

説明をお願いいたします。 

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

目、田、■■■平米、ほか８筆、議案書のとおりです。所有者は、上郷■

■■■■■■■、■■■■、ほか５名、議案書のとおりです。使用者は、

勝瀬１７５番地の１、海老名市長内野優、事業主は、勝瀬１７５番地の

１、海老名市長内野優、工事名は、平成２８年度（仮称）上郷河原口線道

路新設工事、目的は、工事に伴う仮設ヤードとしてです。使用期間は、平

成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までです。本件は、平成２８

年１月から平成２８年３月末までということで申請があった件について、

使用期間を延長するというものです。地権者との契約が年度ごとになるこ

とから、このような形の申請となっているそうです。この農地の一時使用

について、問題ないものと判断し、専決処分で受理したことを報告いたし

ます。 

 地図と写真の資料では、資料８－１に案内図と現地の写真、８－２に土

地利用計画の平面図、８－３に断面図をお配りさせていただいています。 

 資料８－１の左上の地図をご覧いただきたいと思います。（仮称）上郷

河原口線は、図書館の西側のところから北へＪＲ相模線を潜って、海老名

駅西口方面に向かう新設道路だそうです。 

 以上でございます。 

【議  長】  説明が終わりましたけれども、この案件につきましては、地区委員の意

見を求めます。２番委員。 

【２番委員】  この件も先ほどと同じように、今年度から始まった工事でありまして、

ららぽーと等の新設に伴い、道路混雑解消のための市道建設であります。

特に問題ないと思います。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、この報告につきまして承認とさせていただきたいと
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思いますが、よろしいでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１５ページでございますが、（３）非農地証明書の証明願

いによる専決処分についてを案件といたします。 

 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主 事】  まず、非農地証明とは何かというところからまた制度の仕組みについ

てご説明をさせていただきたいと思います。先ほどから何度もご覧いただ

いている、ダブルクリップでとめられた資料の一番最後のページに、「非

農地証明とは」と上の段に書かれている資料がございますので、そちらを

ご覧ください。 

 それでは、説明いたします。 

 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おります。こ

の証明が非農地証明です。お配りした資料の下の段のほうをご覧くださ

い。非農地証明の定義ですが、大きく３つございます。この３つの全てを

満たす場合にのみ、非農地に該当するということとなり、どれか１つでも

欠けると非農地という判断はできないという仕組みになっております。ま

た、３つ目は、細かく５つに分かれております。 

 それでは、非農地の定義とその確認の方法についてご説明いたします。 

 （１）農地に復元することが著しく困難であること、これは現地調査に

より確認をいたします。（２）転用後の年数が少なくとも１０年以上であ

ること、これは客観的な資料、例えば固定資産税の所有証明や航空写真等

で、少なくとも１０年前のものと現在のものと照らし合わせ、確認をいた

します。（３）以下に掲げる要件を全て満たす、として、①農用地区域内

に設定されていないこと、これは、市で定めている農業振興地域整備計画

を確認いたします。②もし現在が農地だったとして、改めて転用するとい

う場合に、転用目的が立地基準に適合していること、こちらは、先ほど農
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地法第５条、農地転用の案件でご審議をいただいた際にご確認をいただき

ました立地基準という考え方から判断するものになります。③現在の状態

が周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがないこと、④農地等

を含む筆の一部でないこと、これらは現地調査によって確認をいたしま

す。⑤過去１０年間違反転用として追及されておらず、かつ今後も追及す

る見込みがないこと、これは、市農業委員会で過去の当該地の違反転用と

して追及した記録等がないかどうかを確認いたします。これらの全ての要

件を満たす場合にのみ、非農地証明を出すことができる仕組みとなってお

ります。 

 また、非農地証明の申請があってからの流れでございますが、まず事務

局で申請を受け付けてから、農地小委員会の委員のうち３名の委員の皆様

と事務局とで現地を調査しまして、全ての要件にかなっているというとこ

ろを確認した後に、証明書を発行いたします。定例総会におきましては、

証明書を発行したということをご報告させていただきまして、委員の皆様

にご了承いただければと思います。 

 それでは、今回の案件につきましてご説明をさせていただきます。 

 議案書１５ページをご覧ください。受付番号２、申請地は、杉久保南■

■■■■■■■■、登記簿地目、畑、■■平米、ほか１筆、議案書のとお

りです。申請者は、杉久保南■■■■■■■■、■■■、現在の状況です

が、建物の敷地として使用されていました。案内図と現地の写真は、事前

に郵送させていただいております資料９をご覧ください。一番最後のペー

ジになります。こちらの土地の経過ですが、昭和４４年９月２６日に、隣

接する筆に農地法第５条の許可を受けて住宅を建てた際に、こちらの土地

も一体として使われ始め、そのまま現在に至っているとのことです。 

 それでは、ここでもう１度非農地の定義と確認方法という資料に戻って

いただきまして、要件を確認させていただきたいと思います。 

 ４月１３日に、農地小委員会の３番委員、16番委員、11番委員と事務局

職員とで現地確認調査へ行き、農地に復元することが著しく困難であるこ

と、周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがないこと、農地等

を含む筆の一部でないことを確認いたしました。また、航空写真を確認
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し、転用後の経過年数が少なくとも１０年以上であることを客観的な資料

として確認しております。また、転用の目的が立地基準に適合していると

いうことにつきましては、こちらの土地は、甲種農地、第３種農地に該当

せず、市街化区域から３００メートル以内で、かつ農地の広がりが１０ヘ

クタール未満であるというところから、第２種農地であると判断しており

ます。そのほか、農用地区域に設定されていないこと、過去１０年間違反

転用として追及されておらず、かつ今後も追及する見込みがないことも確

認をしておりまして、これらの状況から、当該地は、非農地に該当すると

判断し、非農地であることを証明いたしました。 

 以上報告いたします。 

【議  長】  これにつきましては、農地小委員会委員長、３番委員の意見を求めま

す。 

【３番委員】  今月の１３日に現地確認を行ってまいりました。その中で、まず最初

に、農地等に復元することが著しく困難であるという件でございますけれ

ども、道路に沿って約３０センチ程度の幅で細長く農地として残っている

現状でございます。そこには住宅が建っておりまして、垣根が植わってお

ります。その部分と道路の間の部分でございます。約２０センチから３０

センチぐらいの幅ですので、農地として使うのは無理だろうということ

で、確認をいたしました。 

 それから、もう１つは、周辺農地への営農状況に支障を生じさせないと

いうことでございますけれども、これもしっかり土留めがしてありまし

て、コンクリートで立派な土留めがしてございます。ですから、周辺農地

に泥が流れ出すことはないということで、現地確認をいたしました。 

 それから、もう１点でございます。当該土地は農地等を含む筆の一部で

はないということです。その部分が農地として残っているだけで、そのほ

かの部分は宅地になっておりまして、どういう関係か、道路に沿って細い

部分が農地として残ってしまったということでございますので、これも現

地確認をいたしました。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、質疑がある方。 
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        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がないようでしたら、この専決処分につきまして了承とさせていた

だきたいと思いますが、異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、この件は了承とさせていただきます。 

 次に、議案書１６から１８ページでございますが、（４）農地転用届出

による専決処分についてを案件といたします。 

 農地法第４条の受付番号９から１１の３件と、農地法第５条の受付番号

９の１件について、一括して事務局から説明をお願いいたします。 

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

則として県知事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

定されておりますが、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おります。それを定め

ているのが農地法第４条第１項第７号と、農地法第５条第１項第６号で

す。 

 議案書の１６ページ、１７ページをご覧ください。農地法第４条第１項

第７号の規定による届出です。届出期間につきましては、平成２８年３月

１日から３月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号９から１

１までの３件で、田、１，１８２平米、畑、９６１平米、合計、２，１４

３平米です。 

 続きまして、議案書の１８ページをご覧ください。農地法第５条第１項

第６号の規定による届出です。届出期間につきましては、同じく平成２８

年３月１日から３月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号９

の１件で、畑、１８１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、質疑につきましては、一括でお願いいたします。質疑のある

方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、専決処分につきまして承認とさせていただきたいと
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思いますが、異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１９ページでございますが、（５）農地法第３条の３第１

項の規定による届出についてを案件といたします。 

 受付番号５について、事務局から説明をお願いいたします。 

【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

ております。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１９ページです。 

 受付番号５、本郷の■■■■さんの死亡による相続です。権利を取得し

た者は、本郷■■■■■■、■■■■、権利を取得した日は、平成２７年

５月１９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、本郷字■■■■■■■■、畑、■■■平米、ほか６筆、議案書の

とおりです。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、質疑もないようですから、この案件の承認に対しまして異議

のある方、ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですから、承認とさせていただきます。 

 以上で本日の定例会の案件は全て終了いたしましたので、傍聴者の方、

退室をお願い申し上げます。ご苦労さまでございました。 

 次に、７のその他についてでございますが、委員の皆様方からございま

すか。ありませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  事務局から。 
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【主 事】  農地の利用状況調査というものについてご説明をさせていただきま

す。 

 本日、机の上に配付をさせていただきましたＡ３のカラーで印刷されて

いる資料と、その後ろに、Ａ４で表のようになっているものと、あと、農

地パトロールの事例と書かれたもの、そして、地図がそれぞれセットにな

って置かれていたと思いますが、こちらの資料を使用させていただきま

す。 

 まず最初に、Ａ３のカラーで印刷されている「平成２８年度農地パトロ

ール（利用状況調査）／荒廃農地の発生・解消状況に関する調査の実施に

ついて」と書かれている資料をご覧ください。農地法第３０条では、農業

委員会は、毎年１回、その区域内にある農地の利用状況について調査を行

わなければならないと定められております。この利用状況調査は、海老名

市農業委員会も毎年行っておりまして、今年も実施をさせていただきま

す。委員の皆様のほとんどが、今回、初めてになると思いますので、１度

仕組みにつきまして、詳しくご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、Ａ３カラーの資料の左上のほうに「目的・根拠」というところが

ございますので、ご覧ください。農業委員会では、遊休農地・荒廃農地の

有無やその状況を把握して、農地の所有者や権利者に対し、農地を適正に

管理するように指導をしております。この手段として、農業委員会が行う

とされている調査が２種類ございます。１つが、利用状況調査という調査

で、農業委員会が毎年１回、管内の農地の利用状況を調査するというもの

です。根拠は、農地法第３０条に規定がございます。もう１つが、荒廃農

地の発生・解消状況に関する調査というもので、市町村と農業委員会が協

力して市町村内の現況が荒廃農地となっている農地を対象に、その状況等

を把握するという調査です。調査名は２つに分かれておりますが、海老名

市では、こちらを一体で行っております。調査名に特に区別はなく、農地

パトロールですとか、遊休農地調査、また、耕作放棄地調査など、さまざ

まな呼び方がされておりますが、こちらは全て本質的には同じものとお考

えください。 

 次に、調査全体の流れをご説明いたします。資料の左下の図をご覧くだ
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さい。この調査の流れをあらわしております。「スケジュール」と書かれ

ている欄です。国の取り決めによりまして、これまでよりスケジュールが

前倒しとなっております。昨年まで調査していただいた委員さんも、そち

らの点についてはご注意をいただければと思います。 

 まず、５月と６月に、委員の皆様には担当地区の全ての農地を回って調

査をしていただきます。６月の定例総会の日、６月２８日までに、その結

果を事務局にお知らせいただきまして、事務局はその後、すぐに結果を取

りまとめます。７月の定例総会の際に班分け、及び８月の現地調査の日程

決めを行いまして、８月の中旬には、７月にまとめた調査結果をもとに、

委員の皆様と事務局の職員とで４班に分かれて現地調査を行います。その

調査結果をもとに、地権者へ適正な管理を依頼する文書を発送いたしま

す。その後、１０月の末までに解消が見られなかったというところが、平

成２８年度の調査結果となります。 

 次に、具体的には何をするのかという部分をご説明いたします。本日お

願いをさせていただく具体的な内容としましては、今確認したスケジュー

ルで言いますと、「５月・６月」と書かれている一番左下のところでござ

います。詳しくは、資料の右下の「お願い」というところをご覧くださ

い。調査の対象は、市内全ての農地となっております。各地区の地区担当

委員の方には、地区全ての農地の利用状況の調査を行っていただきます。

各地区の調査に使っていただきたい地図を本日お配りさせていただいてお

ります。そちらを使っていただければと思います。また、地区担当にはな

っていらっしゃらない１番委員、３番委員、14番委員につきましても、お

住まいのところと同じ地図をお配りしておりますので、ぜひ利用状況調査

を行っていただければと思います。地図には、各担当地区のおよその範囲

が入っております。海老名市の地図で言うと、大字の境がここら辺だとい

うところに関して、緑色で線を引っ張っておりまして、細かい実際のとこ

ろとはもしかしたら異なってしまうところがあるのかもしれませんが、ほ

かの区域のところに入ってしまっているような農地であっても、もし目に

ついたところですとか、荒れているところがございましたら、そちらもご

報告をぜひいただけると大変助かります。また、最初のときにお配りさせ
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ていただいた緑色の帽子ですとか腕章もぜひご活用くださいますようにお

願いいたします。 

 調査の対象は、全ての農地ということになっておりますが、その中でも

特に生産緑地と相続税の納税猶予の特例対象農地、また、平成２７年、昨

年に農地法第３条の許可を受けて、農地として耕作をするという目的で所

有権移転が行われた農地ですとか、また、昨年度、遊休農地として農業委

員会で把握した農地は、特に重点的にご確認していただきたいと考えてお

りまして、そういったところにつきましては、そちらの地図に色がつけて

おります。色ごとに凡例もその地図のほうに入っておりますので、ご確認

をしていただければと思います。 

 続きまして、資料２枚目のこちらの白黒の表の資料をご覧ください。

「平成２８年度農地パトロール 荒廃農地の報告」という資料でございま

す。こちらの白黒の紙が調査用紙となります。５月、６月の間に、委員の

皆様に現地を調査していただいた際に、遊休農地ですとか、荒廃農地だと

思われるような土地がありましたら、こちらに記録をしていただければと

思います。もし怪しいなと思うようなところがありましたら、特に定義で

すとか、そういったところにはこだわらず、報告に入れていただきます

と、事務局のほうでも必ず確認をいたしますし、８月に、委員の皆様と事

務局とで現地調査を行う際に、遊休農地とするかどうかという検討を複数

人で行うことができますので、ぜひ入れていただければと思います。 

 遊休農地、荒廃農地の定義といたしましては、最初にご覧いただきまし

たＡ３のカラーの資料の右上のところにございますので、また戻っていた

だければと思います。これから定義についてはご確認をしていただきます

が、５月、６月に調査をしていただくときには、こういった定義のほうは

余り気になさらず、怪しいと思ったところは報告に入れていただければと

思います。また、地番などがわからない場合は、お配りした地図のほうに

印をつけていただくなどして、それを事務局にお知らせいただければ、地

番等を確認いたします。 

 それでは、遊休農地、荒廃農地の定義をご説明いたします。利用状況調

査では、農地法第３２条１項１号農地と同２号農地を把握することとされ
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ております。１号農地は、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き

続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地です。２号農地とは、農業

上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく

劣っていると認められる農地です。これらの有無を調査することになって

おります。また、荒廃農地調査では、Ａ分類、Ｂ分類という分類分けによ

って把握することとなっております。Ａ分類とは、荒廃農地のうち、抜

根、整地、区画整理、客土等により再生することによって、通常の農作業

による耕作が可能と見込まれるもの、Ｂ分類とは、森林の様相を呈してい

るなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なものです。

これらの有無を調査いたします。調査が違うので、表現は異なってはおり

ますが、利用状況調査のほうで言う１号農地と呼ばれるところと、荒廃農

地調査で言うＡ分類と呼ばれるものについては、同じであるということに

なっております。また、農業委員会が農地パトロールをすることにつきま

しては、幾つかの方法で周知をさせていただいております。これから６月

にお配りさせていただく予定の農業委員会の広報紙ですとか、５月１日

号、これから配布される広報えびな、また、５月の初めには、市のホーム

ページ上にも、そちらの周知の記事を載せる予定でございます。以上が今

回お願いする調査の説明でございます。６月の定例総会の日、６月２８日

が調査結果の報告の締め切りとなりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 また、最後に、Ａ４のカラーでホチキス留めをされている「農地パトロ

ールの事例」というふうに書かれた資料をご覧ください。昨年度の農地パ

トロールの事例をご紹介させていただきます。事例①、②と続いているの

ですが、事例①から③までがパトロールの結果、１号農地、Ａ分類と判断

したところでございます。①、②につきましては、雑草が人の背丈ほど高

くなっておりまして、草刈りなどの管理がされているという状況も見受け

られなかったため、そのように判断をいたしました。③につきましては、

現況は山のようになってしまっているような土地なのですが、度合いにも

よりますが、整地や区画整理をすれば、最終的に通常の農作業によって耕

作が可能となるだろうというふうに農業委員会で判断をいたしまして、１
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号農地、Ａ分類と判断いたしております。また、事例④から⑥までが、農

地パトロールの結果、遊休農地・荒廃農地ではないと判断したところでご

ざいます。そのうち、④ですが、こちらの土地につきましては、毎年何回

か草刈りをしているような土地というところと、パトロールを実施したと

きにも雑草が非常に高くなっているとか、そういった状況ではなかったた

め、遊休農地・荒廃農地ではないという判断をしております。また、⑤に

つきましては、植木畑でございまして、木が高くなってしまっているよう

な土地になります。こういった土地ですが、植木畑の管理や栽培方法とい

うところに関しましては、その良し悪しという判断は非常に難しいものに

なっておりまして、農地法でも木が植わっている土地が農地としてよろし

くないというような決まりは特にないものでございます。よって、植木畑

に関しましては、遊休農地や荒廃農地ではないと判断しておりますが、木

が高くなり過ぎてしまって、隣接の農地に日が当たらないということな

ど、何か悪影響が生じてしまっているという場合には、隣地へ迷惑がかか

らないようにしてほしいという旨は、土地の所有者や耕作者へ指導してお

ります。また、⑥ですが、こちらにつきましては、一部作付がされており

ましたが、一部は低い木ですとか草が生えているという状態でございまし

た。しかし、全く手が入っていないというわけではなく、作付されている

という部分もございましたので、遊休農地や荒廃農地ではないというふう

に判断しております。以上、①から③までが遊休農地と判断したものでご

ざいまして、④から⑥までが遊休農地ではないというふうに判断したもの

の事例でございます。これらの判断を、今年は８月に委員の皆様と事務局

とで現地調査を行いまして、その際に判断を行っていただくということに

なります。また、⑦と⑧、最後のページですが、⑦と⑧につきましては、

例年、遊休農地として把握していた土地ではございましたが、昨年度の農

地パトロールの結果、解消が見られ、農地に復元されたという土地でござ

います。 

 以上、事例の紹介でございました。 

 田植えも始まりまして、皆様、大変お忙しい時期で恐縮ではございます

が、担当地区の調査のほう、ぜひよろしくお願いいたします。 
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 以上でございます。 

【議  長】  今、事務局から、農地の利用状況調査についてのお願いがございまし

た。 

 それでは、ほかにその他。 

【９番委員】  今の説明に関連する内容なのですけれども、実は土地を借りて農業をさ

れている、農家の方ではないのですね、一般の方なのですよ。その方が農

業委員会のこういう席に来て、私はこういう経営をしていきますというこ

とで、認可を得て、土地を借りて現在耕作されていると思うのですけれど

も、どうもこのところ、全然、耕作をした経過がないのです。草は生え放

題、借りたところは自分のところの物置場になっちゃっているんですね。

いろいろな材料を置いて、その物置になっていて、あと、使用されていな

い。こういうふうに現地調査をされたんだと思うのですけれども、そうい

うところは追いかけて調査をされているのでしょうかね。それとも、貸し

たはいいけど、そのままになっているのか、特に農家じゃない人というの

は、周りの人の迷惑というのはわからないのですね。自分だけよければい

いという考え方なのですよ。周りに草の種が飛ぼうが何しようが、全然迷

惑は考えていないのです。そういう方がいらっしゃるのでね。これ、どう

いったものかなと。以前の農業委員さんに聞いたら、農業委員会のこうい

う席に来て、その人はちゃんと報告をされたと。私はこういう経営をして

いきます、というのがあったらしいのですが、もう５、６年前の話だと思

うんです。それ以後、その人は耕作されていたのですけれども、作物を取

り上げたことがないのです。実は私の隣につくっていられる方なのです

が、耕作されていても、品物を取り上げた経過が一切ないのです。大体夜

６時ごろ来て、ばたばたばたばた、耕運機でやっているのですけれども、

あるいは草刈り機で刈ったりしているのですけれども、耕作された経過は

ない。そういうのというのは今の関連として、現地調査をしていったとき

にどういうふうに言ったらいいのかなと。ちょっとその辺がわからないの

ですよ。前回の会議のときに農業公社の高崎さんという方が説明されたと

思うのですけれども、農地の貸し借りについてその人から定期的な報告を

求める、現在はこういうふうな作物をつくっています、耕作をしています
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という意見というか、報告を求めるということがあったのですけれども、

農業委員会のほうで貸しているというのは現地調査だけであって、例えば

そこを今の資料を見ても、そういうところを見たというのが全然ないんで

すよね。ただ、農地は農地なんですけれども、一般の方が借りている農地

は余り調査はしないんですか。追っかけというか。 

【議  長】  事務局、趣旨はわかった。要は農家じゃないけど、農地を借りて、農業

委員会の許可をもらっているというわけでしょう。 

【９番委員】  その人は、農業アカデミーか何かを出て。 

【事務局長】  新規就農の。 

【９番委員】  新規就農というか、自分の土地ではないんですね。 

【事務局長】  ９番委員がおっしゃっている方は、数年前に農用地利用集積計画による

農地の貸借をして就農した方だと思います。この件については、まずは、

事務局が現地を確認したいと思います。確認した結果、周辺農地の営農条

件に支障があるようでしたら、耕作者へ直接指導するようにいたします。 

【議  長】  ほかにないようですので、２番委員から閉会の挨拶をお願いいたしま

す。 

【２番委員】  本日は定例の議案の総会ということで、数多くの議案案件、長時間にわ

たり、ありがとうございました。また、今日は、新人の農業委員、また、

推進委員の皆さんには今回が初めての案件審議ということで、審議に当た

りましては、事務局の申請内容と現地案、地区役員の意見等を述べて採決

という、従来どおりの形式で行いました。海老名市のほうでは推進委員の

皆さんにも総会に出席していただき、審議案件の意見をいただくというこ

との方式をとっております。法改正後のことでありますので、いろいろな

不都合な点もありますが、ご意見を伺いながら運営いたしたく思います。 

 本日はこれにて総会を閉会といたします。どうもありがとうございまし

た。 

（終了 午後３時５５分） 


