
平成２８年第５回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２８年５月２４日

                           １３時３０分～１４時４０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５回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２８年５月２４日「平成２８年第５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22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23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24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25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26号 引き続き特定貸付を行っている旨の証明について 

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 

⑶  農地転用届出による専決処分について 

⑷  平成２８年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について 

⑸  海老名市新農業振興プラン（案）に係る意見（案）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、９番委員、10番委員にお願いします。 

       次に報告事項を事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局長】 （先月の活動状況・農地の異動状況・県許可の状況を報告した。） 

【議  長】  報告事項が終了しました。ただいまの報告につきまして、何かご質問

がありましたらお願いをいたします。誰もいらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ただいまのは報告でございますので、この程度にとどめさせていただ

きたいと思います。 

 それでは、本日は傍聴希望者がございます。傍聴につきましては、農業

委員会会議規則第１４条では、委員会の会議は公開とすると規定されてお

りますので、規定に基づき傍聴の許可をしたいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって傍聴を許可します。 

 傍聴人を入室させてください。 

 暫時休憩とさせていただきます。 

          （休 憩） 

【議  長】  それでは、再開させていただきます。 

 続けて会議を開きたいと思います。 

 これより５つの付議事項に入ります。 

 議案書６ページ、日程第１、議案第２２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１９、２０番でございます。２つにつきましては関連があり

ますので、事務局から一括で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
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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。 

 議案書をご覧ください。 

 受付番号１９、申請地は、本郷字■■■■■■■■、台帳地目、畑、現

況地目、畑、■■■平米、譲受人は、本郷■■■■■■■■、■■■■、

譲渡人は、平塚市黒部丘■■■■■■、■■■■、申請の事由は、経営規

模拡大です。 

 続きまして、受付番号２０、申請地は、本郷字■■■■■■■■、台帳

地目、畑、現況地目、畑、■■■平米、譲受人は、本郷■■■■■■■

■、■■■■、譲渡人は、茅ヶ崎市本村■■■■■■■■、■■■■、目

的は、経営規模拡大です。 

 どちらも、市街化調整区域、農業振興地域内の畑です。現地の案内図

は、資料１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。20番委員。 

【20番委員】  この受付番号１９番、２０番の■■さんなのですけれども、米や野菜

を手広くやっておりまして、また、畑なのですけれども、家から近いとい

うことで、効率化も十分になって、特に問題はないかと思われます。 

【議  長】  それでは、事務局、補足説明はございますか 

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

親の■■さん、■■さんの３人が農業従事者だそうです。農業経営主は、

■■さんのお父さんの■■さんです。申請人の■■■■さんの農業経験年

数は２８年、農業従事日数は、年間１６０日、■■さんのお父さんで、世

帯の農業の経営主の■■さんの農業経験年数は６０年、農業従事日数は、

年間２８０日、■■さんの妻で、申請人■■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１２０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
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計、■■■■平米です。機械は、トラクター、耕運機、田植機、コンバイ

ンなどを所有しています。また、地域集落の取り決めに従い、支障の出な

いよう耕作を行う旨、申請書に記載があります。機械の面、労働力の面、

技術の面のどれから見ても、譲受人として問題ないと思われます。そのほ

か、許可をすることができない場合が定められている農地法第３条第２項

各号に該当する項目はありません。これらから、この案件に関して特に問

題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  続きまして、現地調査班の班長の意見を求めます。４番委員。 

【４番委員】  昨日、現地の確認を行いました。現地は畑として耕作、管理されてお

りました。入り口側が一部駐車スペースに利用されているようでしたが、

譲受人が農地に戻すということで、問題はないと思います。しかし、盛り

土が許可前に置かれておりますので、許可前に置かないように、指導をお

願いいたします。 

 以上です。 

【議  長】  今、班長さんのご意見等もございました。質疑のある方。いらっしゃ

いませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、意見を求めます。意見のある方。ございません

か。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、採決をさせていただきます。 

 受付番号１９、２０につきまして、ご承認をいただける方の挙手をお願

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。 

 続きまして、受付番号２１について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  提案説明の前に議案書をご覧になって、皆様お気づきかと思います

が、譲受人が今回、神奈川県立中央農業高等学校というふうになっており
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ます。これまで農地法第３条の規定による許可申請で皆様にご審議いただ

いていたものは、申請人は基本的には個人の方だったと思いますが、本案

件は学校でございます。学校などが農地法第３条の許可を受けるという要

件につきましては、個人の方が受けるときとまた異なった部分がございま

すので、最初にそちらを口頭にてご説明させていただきたいと思います。 

 農地法第３条の第２号各号に該当する場合には、許可をすることができ

ないとして、皆様ご存じのとおりだと思うのですが、大きく４つの要件、

全部効率利用要件という、持っている農地を全て効率的に利用しているか

どうか、農作業の常時従事要件ということで、その方が農作業に常時従事

しているかどうか、下限面積要件として、海老名市では３０アール以上耕

作されている方かどうかというところと、あと、地域との調和要件という

ことで、地域の農業の営農条件に支障を生じるようなものではないかどう

かという、大きく４つの要件があったのではないかと思います。その例外

としまして、政令で定める相当の事由があるときにはこの限りではないと

いうふうに定められております。政令で定める相当の事由というものは、

農地法施行令第２条に記載がございまして、今回の案件につきましては、

そのうち、教育、医療、または社会福祉事業を行うことを目的として設立

された法人で、農林水産省令で定める者がその権利を取得しようとする農

地、または採草放牧地を当該目的にかかる業務の運営に必要な施設の用に

供すると認められることという要件に当たると考えられます。そして、そ

の要件に該当する場合には、先ほど申し上げた大きい要件、４つの要件の

うち、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件の３つは考

えないものとなります。そのため、本案件につきましては、地域との調和

要件、及び譲受人が教育事業を行う目的として設立されたもので、権利を

取得しようとする農地を、その目的にかかる業務の運営に必要な施設の用

に供すると認められるかという２点が審査の要件となります。これらの観

点からご審議をいただければと思います。 

 それでは、提案説明をいたします。 

 受付番号２１、申請地は、今里字■■■■■■■、台帳地目、田、現況

地目、田、■■■平米、同■■■■■、台帳地目、田、現況地目、田、■
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■■平米、合計、田、■■■平米です。譲受人は、中新田四丁目１２番１

号、神奈川県立中央農業高等学校、校長、高瀬博昭、譲渡人は、今里■■

■■■■■■、■■■■、権利の種類は、賃借権の設定、目的は、実習用

農地です。現地の案内図は、資料２をご覧ください。 

 以上でございます。 

【議  長】  続きまして、地区委員の意見を求めます。６番委員。 

【６番委員】  県立中央農業高校から法３条の規定による許可申請について説明を受

けました。内容といたしましては、家畜用飼料米の栽培を生徒に体験学習

させるため、賃借したいとの話でした。また、耕作につきましても、地域

農業に支障のないよう行いますとのお話がございましたので、問題はない

と考えております。先ほど事務局から説明がありましたが、本件は、政令

第２条第１項第１号ハの不許可の例外として、学校法人の教育実習利用な

どが許可できるということに該当していると考えております。 

 以上です。 

【議  長】  続きまして、事務局、補足説明、ありますか。 

【主  事】  補足説明をいたします。神奈川県立中央農業高等学校が今里の田んぼ

を２筆借り受けて、農作業を授業の一環として生徒に体験させながら、飼

料用米を作付し、学校で飼育する家畜用飼料として活用したいという申請

です。農業、畜産業の両面における人材育成をすることが目的で、高い教

育効果が見込まれるとのことです。現在、中央農業高校が耕作している農

地面積は、３万9,180平米あるとのことで、農作業及び農地の維持管理

は、生徒以外にも合計で４９名の先生が行っており、今回の申請地につき

ましても、適切に管理していくという旨を聞いております。また、地域と

の調和に関し、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す。具体的には、農業の維持発展に関する話

し合い活動への参加、農道、水路等の共同利用施設の取り決めの遵守、獣

害被害対策への協力などを行っていくとのことです。これらから、農地へ

の権利設定後、学校の教育事業を行う目的にかかる業務の運営に必要な施

設として当該農地を使用すること、また、地域との調和が保たれるという

ことが確認でき、本案件について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】  続きまして、現地調査班長の意見を求めます。４番委員。 

【４番委員】  昨日、現地の確認を行いました。現地は田んぼで、草刈りはちゃんと

されていますので、すぐに耕作は可能な状態でございますので、特に問題

はないかと思います。 

 以上です。 

【議  長】  班長さんの意見はそういうことでございます。それでは、質疑を求め

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】  意見のある方。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、採決させていただきます。受付番号２１について、承認の

方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  全員賛成でございます。よって承認とさせていただきます。 

 次に、議案書７ページ、日程第２、議案第２３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３について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号３、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、登記簿地目、

畑、面積、■■■平米のうち■■■■■■平米、転用者は、杉久保南■■

■■■■■■、■■■■■■■■■■■■■、■■■■、転用の目的は、

自己住宅（農家住宅）です。現地の案内図は、資料３－１です。資料は、

案内図のほかに、現地の写真、農地の立地区分判断の図面、土地利用計画

図、平面図、断面図、建物の平面図、立面図などをお配りしています。 

 以上でございます。 

【議  長】  続きまして、地区委員の意見を求めます。12番委員。 

【12番委員】  ■■さん宅では相続が発生いたしまして、現金で財産分与をしたいと

いうことがありまして、そのために、市街化区域が現在住んでいるところ

しかなかったということで、売れないので、そこを売って、こちらへ移り

たいという、そういうような内容でしたので、やむを得ないのかと思いま
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した。そういうことです。 

【議  長】  ありがとうございました。事務局、補足説明を。 

【主  事】  杉久保の杉久保自治会館や豊受神社の近く、市街化区域内に住んでい

た農家である■■さんのところで相続があって、その相続の協議の結果か

ら、もとの自宅を売却せざるを得なくなったため、これを売却し、やむを

得ず自己所有地に新しく住宅を建てたいという申請です。申請人の■■さ

んが以前住んでいたところは市街化区域内でしたが、そこは先ほど12番委

員の説明のとおり、売却済みでございまして、現在は賃貸アパートにお住

まいで、議案書の住所は、今の賃貸アパートの住所が書いてございます。

申請人の■■さんの所有地は、売却してしまった自宅敷地のほかには、こ

の転用申請地の畑と農振農用地区域内の田と第１種農地の田しかなく、転

用できるところはここしかなかったとのことです。 

 申請地の立地の基準を確認したいと思います。資料３－２をご覧くださ

い。図は、左が北ですが、左のほう、青く塗られているところが市街化区

域です。申請地は、この資料３－２では、一番右のほうに■■■■■■と

書いてあるところ、赤の斜線で示してあるところです。ピンク色で塗られ

ているのが、宅地や雑種地など、住宅の用もしくは事業の用に供している

土地です。申請地は、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ということから、第３種農地と判断でき

るところです。第３種農地は、農地転用が原則許可となる立地の基準で

す。 

 次に、資料３－３をご覧ください。土地利用計画ですが（図では左側が

北側ですが）、北側の市道７７８号線から通路部分をとり、筆の南側に建

物を建てるという計画です。敷地全体を転圧した後、敷地の南側に木造２

階建ての戸建て住宅を建築し、そのすぐ北隣には軽量鉄骨造の農業用倉庫

を設置することとしています。住宅の南側は砂利敷きと一部コンクリ敷き

で舗装され、また、敷地周囲には新しく地先境界ブロックを設置するとの

ことです。敷地の東側には畑が残りますが、この地先境界ブロックによっ

て、転用され宅地となるところと残す農地とは区切られる計画です。資料

３－３の平面図の上でしたり、平面図の右には、断面図が書いてあります
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が、北側や南側の道との高低差はほとんどなく、土砂の流出や崩壊のおそ

れはないものと思われます。柵やフェンスは設置しない計画です。また、

平面図の中央、建物の周りには、丸にバツを重ねた記号が、小さいですけ

れども、ございます。これは、雨水浸透桝を設置するところで、これによ

り、雨水排水は敷地内浸透処理をするとのことです。汚水については、敷

地南側、図の右上のほうですけれども、合併浄化槽により処理し、浸透槽

で宅地内浸透をする計画です。 

 資料３－４と３－５には、建物の平面図と立面図をつけています。木造

２階建ての戸建て住宅で、延べ床面積は172.64平米です。資料３－６に

は、住宅建物の仕様書がついています。また、資料３－７は、農業用倉庫

の図面です。この農業用倉庫については、平成２８年第１回定例総会にお

いて、２４年会の農業委員さんに承認を得て、農地法上は事前に着工して

も構わないという整理をいたしました。農地法施行規則の２９条というと

ころにある転用の制限の例外ということで整理をしています。しかし、厚

木土木事務所東部センターでの建築関係のほうの整理が進まず、着工が遅

れておりまして、現在もまだ倉庫ができていない状態であることから、今

回の申請面積にも倉庫分が含まれています。 

 転用が不確実とされる要因は確認できず、隣接する農地や農業施設、周

囲の土地への被害防除策も図られていることから、転用やむなしと思われ

ます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、現地調査班長の意見を求めます。４番委員。 

【４番委員】  昨日、現地の確認を行いました。現地は畑として適正に管理されてお

ります。隣接農地は、申請者の所有となっておりますが、事務局から今ご

説明がありましたけれども、申請地と畑との区分を地先ブロックを置き、

明確にするそうなので、特に問題はないかと思います。 

 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。ありませんか。 
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        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、採決に入らせていただきます。 

 受付番号３について、承認をされる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８ページ、日程第３、議案第２４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６について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号６、申請地は、杉久保南■■■■■■■■■、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、市街化調整区域の畑です。転用者は、横

浜市神奈川区栄町■■■■、■■■■■■■■、■■■■■■■■■■■

■、代表取締役■■■■、土地所有者は、杉久保南■■■■■■■■、■

■■、転用の目的は、駐車場、権利の種類は、所有権の移転です。現地の

案内図は、資料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、造成計画断面図、雨水桝や擁壁等の構造図、ま

た、本日追加でお配りをさせていただきました資料４－５、現況図という

ものがございます。こちらは、資料４－３の断面図がどこの部分で切った

のかというところが記載されている図面でございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員の意見を求めます。11番委員。 

【11番委員】  この件は、前からあった駐車場を増やすということで、申請がありま

した。周りは農道がありますので、ブロックを積んで、その上、フェンス

ということで、農地への日影になるということはないと思いますので、大

丈夫だと思います。 

 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。 

 貨物自動車運送事業等運送業を行っている■■■■■■■■■■■■

が、駐車場として農地転用したいという申請です。■■■■■■■■■■
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■■は、本申請地のすぐ近くに事業所を、また、隣接している東側に駐車

場を構えておりますが、事業拡大に伴い、大型の輸送用トラックの台数が

１３台分増加するとのことで、そのための駐車場を新しく整備したいとの

ことです。隣接している東側に既存の駐車場がございますが、こちらは平

成２１年に、同じく■■■■■■■■■■■■が農地転用許可を受けて整

備した駐車場でございまして、今回新しく駐車場を整備した後は、一体と

して利用する計画となっております。大型トラック１３台分を置ける面積

が確保でき、既存の自社駐車場と隣接し、一体として使用できる立地条件

であることから、当該地での申請に至ったそうです。 

 資料４－１をご覧ください。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施設が

連たんしていることから判断されます。 

 ここで、先ほどご覧いただいた資料３－２に戻っていただきまして、立

地基準の判断資料というものをご覧ください。今回の５条の受付番号６の

申請地ですが、ちょうどこの図面の真ん中から少し上ぐらいに、５条受付

番号６と括弧で書かれていて、■■■■■■、■■■■■■というふうに

書かれている、赤で斜線がついたものがあると思います。こちらの土地が

図面の左下から市街化区域というふうに書かれていて、そこからピンク色

で住宅の用もしくは事業の用に供している土地というものがずっとつなが

ってきて、今回の申請地まで届いているということで、第３種農地の要件

である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という判

断ができるものと考えております。 

 第３種農地は、農地転用が原則許可となる立地の区分でございます。 

 続きまして、土地利用の計画です。資料４－２をご覧ください。申請地

の全体を整地、転圧しまして、透水性のアスファルトで舗装し、１３台分

の駐車場を整備する計画です。図面は、上が北になります。南側には、東

側の駐車場に行くための既存の通路がございまして、実際、今回、農地転

用をこの土地でした後も、そちらを通って１度既存の駐車場へ進入し、そ

こから申請地へ入っていって駐車をするという計画になっております。現

在は農地との境にコンクリートブロック５段積みのブロック塀がございま
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すが、東側の駐車場と今回の申請地との境のところのコンクリートブロッ

クは、撤去する計画です。市道と面している北側、西側の部分ですが、こ

ちらの境界には、コンクリートブロック５段積みのブロック塀と、その上

に高さ６０センチのメッシュフェンスを設置します。申請地の中央あたり

から東西に向かって勾配を設けまして、西側にはＵ字溝を設置し、また、

敷地内６カ所に雨水の浸透ますを設置する計画です。 

 資料４－３をご覧ください。造成計画の断面図でございます。断面図の

うち、上側の№Ｂと書かれているものが、申請地を東西に切った断面図で

ございまして、下の№Ａというふうに書かれているものが、申請地を南北

に切った断面図でございます。農地と直接隣接しているという状況はござ

いませんが、ＢＢ断面のほうの左側、申請地で言いますと西側になりま

す。こちら側は市道と接していますが、１３センチほど高低差がついてお

ります。また、ＡＡ断面の右側、申請地で言うと北側になりますが、こち

らも市道と接している面でございまして、高低差が１６センチつく計画と

なっております。これらにつきましては、コンクリートブロック５段積み

によって境界の区切りをするという計画になっておりまして、海老名市農

業委員会では、慣例によって、隣地との高低差に応じて、６０センチまで

であればコンクリートブロック３段積み、もしくはＨ鋼とコンクリート板

による土留めで、６０センチを超えるようであればＲＣ擁壁を設置するよ

うに指導している経過がございますが、今回、土留めとしての役割という

わけではなく、隣地との区切りとして、既存の駐車場と形式を合わせるた

めにコンクリートブロックを５段積みたいという計画でありまして、特に

問題はないものと考えております。これらにより、周辺の土地への土砂の

流出崩壊が防止されます。 

 続きまして、雨水の排水計画についてです。もう１度、資料４－２に戻

っていただきまして、土地利用計画図をご覧ください。敷地ですが、改質

開粒アスファルト舗装、いわゆる透水性のアスファルト舗装をしまして、

さらに敷地内には、西側のほうにＵ字溝を設け、また、６カ所、雨水の浸

透桝及び浸透トレンチを設置することによって、敷地内で雨水は浸透処理

をする計画となっております。また、参考に、資料４－４には、雨水ます
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や浸透トレンチ、コンクリートブロックの土留めの構造図、アスファルト

舗装の構造図、Ｕ字溝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、現地調査班長の意見を求めます。４番委員。 

【４番委員】  昨日、現地の確認を行いました。現地は植木畑となっており、一部畑

として耕作がされていました。また、周囲に、境目にはまだ植木がちょっ

と残っていますけれども、内部は伐採されておりました。また、隣接農地

は、２面が細い市道で周囲を囲まれており、また、ブロックの５段積みを

設置し、敷地内は透水性のアスファルトを敷き、浸透桝を設けることによ

って、周囲の農地への支障はなく、問題はないかと思います。 

 なお、北側の防犯灯、市道幅が狭いので、周辺の農地への光の影響の考

慮をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、採決に移らさせていただきます。 

 受付番号６について、ご承認の方の挙手を求めます。 

          （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９ページ、日程第４、議案第２５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７について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  この証明は、農地の相続税納税猶予を受けている方が、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
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地としてやってきたかという部分を農業委員会が証明します。 

 受付番号７、被相続人は、社家■■■■■、■■■■、相続人は、社家

■■■■■■■、■■■■、引き続き農業経営を行っている期間は、平成

２５年５月２９日から平成２８年５月２４日までです。特例農地等の明細

ですが、社家字■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、畑、■■■

平米、ほか７筆、議案書のとおりです。５筆が生産緑地の畑、３筆が農業

振興地域内の田で、田、■■■■平米、畑、■■■■■■■平米、合計、

■■■■■■■平米です。事務局で５月１８日に現地調査をしたところ、

農地として適正に管理されていました。特に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、採決をさせていただきます。 

 受付番号７について、承認の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございますから、受付番号７について、承認とさせていた

だきます。 

 続きまして、議案書１０、１１ページでございますが、受付番号８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８、被相続人は、杉久保北■■■■■■■、■■■、相続人

は、杉久保北■■■■■■■、■■■、引き続き農業経営を行っている期

間は、平成２５年６月２７日から平成２８年５月２４日までです。特例農

地等の明細ですが、杉久保字■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、■

■■平米、ほか１６筆、議案書のとおりです。１６筆全てが農業振興地域

内の田畑で、田、■■■■平米、畑、■■■■■■平米、合計、■■■■

■■平米です。事務局で５月１８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。 
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【議  長】  受付番号８について、質疑のある方。ございませんか。 

        （「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】  採決をさせていただきます。 

 受付番号８について、ご承認いただける方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって受付番号８については、承認とさせて

いただきます。 

 次に、議案書１２ページ、日程第５、議案第２６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。 

 受付番号２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  この証明は、農地の相続税納税猶予制度を受けている方が、３年ごと

に引き続きこの特定を受けたい旨の継続届出書を税務署に提出する際に必

要なものです。こちらに関しましては、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特定貸付けしてきたかという部分を農業委員会

が証明します。ここでの特定貸付けは、農用地利用集積計画の作成による

貸付けです。 

 今回申請のあった■■■さんですが、平成９年に相続があり、議案書に

あるとおり、それぞれ１筆について相続税の納税猶予を受けました。平成

２２年にその筆を農用地利用集積計画の作成によって貸付けをいたしまし

た。■■■さんが相続税の納税猶予を受けている農地は、相続の申告期限

から２０年間、自身で営農することを条件に免除となるものでしたが、市

街化調整区域の農地につきましては、特定貸付けという貸付けを行った場

合には、その貸付けは、今回のこの特例上にはなかったものとみなし、相

続税の納税猶予を受け続けられるという制度になっております。しかし、

それまで２０年で免除になるはずだった期間の要件につきましても、特定

貸付けを行ったタイミングで最新のものに切りかわるという仕組みになっ

ておりまして、この場合ですと、２０年営農を続けることで免除となると

いうものから、終身営農を続けることで免除となるという条件に変わって
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おります。 

 それでは、提案説明をいたします。 

 受付番号２、被相続人は、勝瀬■■■■、■■■■■■、相続人は、勝

瀬■■■■、■■■■■、引き続き特定貸付けを行っている期間は、平成

２２年６月１日から平成２８年５月２４日までです。特例農地等の明細で

すが、勝瀬字■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、市街化調整区

域、■■■平米です。農業振興地域内の田です。この貸付けは、農用地利

用集積計画作成による貸付けです。事務局で５月１７日に現地調査をした

ところ、農地として適正に管理されていました。特に問題はないと思われ

ます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。ございませんか。 

        （「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】  ないようでしたら、採決に移らさせていただきます。 

 受付番号２について、承認をいただける方の挙手を求めます。 

          （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。 

 続きまして、議案書１３ページ、受付番号３について、事務局から提案

説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号３、被相続人は、勝瀬■■■■、■■■■■■、相続人は、

静岡県伊東市八幡野■■■■■■■■■■、■■■■■、引き続き特定貸

付けを行っている期間は、平成２２年６月１日から平成２８年５月２４日

までです。特例農地等の明細ですが、勝瀬字■■■■■、現況地目、田、

台帳地目、田、市街化調整区域、■■■平米です。農業振興地域内の田で

す。この貸付けは、農用地利用集積計画作成による貸付けです。事務局で

５月１８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。 
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【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、採決をさせていただきます。 

 受付番号３について、承認をいただける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、受付番号３につきましては、承認とさせ

ていただきます。 

 次に、議案書１４ページでございます。６．そのほか、法に基づく許認

可等の審議によらない案件を議題といたします。 

 （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２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地の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、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２、届出地は、社家字■■■■■■、現況地目、田、台帳地

目、田、■■■平米、貸人は、社家■■■■■、■■■■、持分３分の

２、■■■■、持分３分の１、借人は、社家■■■■■■■、■■■■、

農用地利用集積作成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５月８日にして、土地の引き渡しは、今年の作付の収穫後

である１０月末と決めたとのことです。 

 以上でございます。 

【議  長】  これにつきまして、質疑のある方。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がないようでしたら、この案件につきましては、承認とさせてい

ただきますが、よろしゅうございますか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  では、承認とさせていただきます。 
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 次に、議案書１５ページでございますが、（２）農地の一時使用につい

てを案件といたします。 

 受付番号３について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  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などのための

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審査しま

す。農業委員会での確認後から現地を使用するようにしていただいていま

す。 

 受付番号３、申請地は、今里■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地

目、田、■■■平米のうち■■平米、所有者は、今里■■■■■■■■

■、■■■■、使用者は、河原口■■■■■■■■、■■■■■■■■、

代表取締役■■■■、事業主は、上郷７１７番地、神奈川県企業庁海老名

水道営業所、所長鈴野和重、工事名は、企海第２号海老名市杉久保１４番

地付近配水管布設工事（ゼロ県債）、目的は、資材置場として使用するた

めです。使用期間は、平成２８年５月２５日から平成２８年７月２９日ま

でです。 

 参考に資料を確認していただきたいと思います。事前に送付しておりま

す資料５の案内図と現地写真が、本案件についてのものでございます。そ

のほかに、本日机に配付いたしました資料５－２の土地利用計画図が資料

としてございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見を求めます。18番委員。 

【18番委員】  ■■さんのほうからこういった申請が出まして、近隣の同意も事前に

得てありますので、資材置場に関しては問題ないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  地区委員の意見がございました。質疑のある方。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、質疑もないようですから、この案件につきましては承認と
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させていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１６ページから１８ページでございます。（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１２から１４の３件と、農地法第５条の受付番

号１０から１４の５件について、一括して事務局から説明をお願いいたし

ます。 

【主  事】  農地を転用する場合、または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、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。 

 議案書の１６ページは、農地法第４条第１項第７号の規定による届出で

す。届出期間につきましては、平成２８年４月１日から４月３０日までの

間に届出がされたものです。受付番号１２から１４までの３件で、地目ご

との合計ですが、田はありませんでした。畑が５３１平米、合計、５３１

平米です。 

 引き続きまして、議案書の１７ページ、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４月１日から４月３０日までの間に届出がされたも

のです。受付番号１０から１４までの５件です。地目の合計ですが、田が

９９６平米、畑が2,170.97平米、合計、3,166.97平米です。以上、これら

につきまして事務局長専決処分で受理したことを報告いたします。 

 以上でございます。 

【議  長】  ただいまの専決処分につきましてですが、受付番号１２から１４の３

件、受付番号１０から１４の５件について、一括して質疑をさせていただ

きたいと思いますが、質疑のある方。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 
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【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

と思いますが、よろしゅうございますか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号１２から１４の３件と、１０から１４の５件につ

きましては、一括して承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書１９ページでございますが、（４）平成２８年度の

目標及びその達成に向けた活動計画（案）ついてを案件といたします。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

【主  事】  平成２８年４月１日施行の改正農業委員会法では、第３７条で、農業

委員会はその運営の透明性を確保するため、農地等の利用の最適化の推進

の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、インターネッ

トの利用その他適切な方法により公表しなければならないと定められまし

た。このことについては、ＰＤＣＡサイクル、計画、実行、評価、改善・

見直しの流れが適切に働くようにする必要があることから、活動目標の設

定、公表もあわせて行うことと農水省から指導が来ています。これに基づ

き、今年度の活動目標の設定、公表を行いたいものです。事務局で案を作

成しましたので、ご審議をよろしくお願いいたします。 

 昨年度までも、法律には基づいていませんでしたが、農業委員会の活動

目標やその点検評価については、それぞれのときの農業委員会定例総会で

の審議を経て作成され、海老名市のホームページ上で公表しています。今

年度のものからは、法改正に合わせて内容や定義が変更された新しい書式

になっています。 

 それでは、資料６をご覧ください。「平成２８年度の目標及びその達成

に向けた活動計画」と書いてあります。この資料なのですけれども、資料

の表題、活動計画という隣に案というのが抜けておりました。申しわけあ

りません。今の時点では案でございます。 

 ご覧いただきたいのですが、１枚目には、農業委員会の状況として、統

計的な情報が記載してあります。これは、既存の統計などを転記したもの

です。海老名市の総農家数は６８７戸、農業就業者は６８７人、農地面

積、耕地面積は５４５ヘクタールという統計資料があります。これは、そ
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れぞれの調査における定義に基づいて出ている数字ですので、ほかで同じ

ような言い回しをしたような言葉を使ったときにも、調査によって定義が

少しずつ違っていることがあるため、数字が違うことがあるかもしれませ

ん。１つの切り口で見た海老名市の農家、農地等の状況が記載されていま

す。 

 ページをめくっていただくと、２枚目です。「Ⅱ 担い手への農地の利

用集積・集約化」とございます。担い手の農業経営についての数字が出て

います。ここで言う担い手の定義に当てはまる農業者は、海老名市内では

認定農業者だけということになりますので、認定農業者、５５経営体のこ

とについて記載されています。海老名市内の認定農業者の耕作面積の合計

は88.6ヘクタールで、市内農地の総面積、５４５ヘクタールのうち

16.25％という割合になります。この認定農業者の耕作している16.25％と

いう割合の数字は、神奈川県においてはそうでもないのですが、全国的に

は非常に低い数字になっているのだそうです。全国的な担い手への集積面

積は、およそ５０％と言われておりまして、これを平成３５年には８０％

まで引き上げたいという計画が、平成２５年には閣議決定されています。

海老名市農業委員会においても、担い手への集積率を引き上げるよう活動

することとし、平成２８年度末には、担い手が耕作する面積が９０ヘクタ

ールとなるよう、農地の利用集積を進めるという計画案を立てました。 

 また、２枚目の下の段には、新規参入者についての計画が書いてござい

ます。海老名市においては、新規参入希望者が多くなく、また、希望する

条件に合う農地の出し手がなかなかいないことなどから、農地は地域の担

い手に集積していくことを第一とするという計画を立てています。 

 ３枚目、右のページです。「Ⅳ 遊休農地に関する措置」とございま

す。平成２７年度の調査では、海老名市の遊休農地の総面積は1.9ヘクタ

ールでした。これが、これからの平成２８年度の調査結果として、0.5ヘ

クタール解消されるよう、遊休農地の地権者等へ働きかけを行っていくと

いう計画案を作成しています。 

 また、その下のほうですが、「Ⅴ 違反転用への適正な対応」というと

ころでございます。現在、公式に把握している違反転用は、ございませ
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ん。違反転用を把握したときには、是正に向けて働きかけを行っていくこ

ととなります。 

 以上が事務局で作成した活動計画の案でございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  今、事務局が作成しました案についてでございますが、説明がありま

した。質疑のある方。ありませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、この案にてご承認を賜りたいと思いますが、よろ

しゅうございますか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議がないようでしたら、この案にて承認とさせていただきたいと思

います。（案）をおとりくださいませ。 

 続きまして、議案書２０ページでございますが、（５）海老名市新農業

振興プラン（案）に係る意見（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いたします。 

【主  事】  前回の定例総会後の連絡調整会議の場で、市の農政課長から事前に話

がございましたが、海老名市では、新農業振興プランを作成することとし

ておりまして、その作成に当たり、農業委員会の意見を求められておりま

す。５月１８日までとして、事前の話に基づいて、農業委員、農地利用最

適化推進委員の皆様から事務局に意見の提出をいただきました。ご提出い

ただいた意見は、資料７－２に転記してございますが、幾つかの観点から

のものに整理できるのではないかと考えまして、事務局で暫定的にそれを

まとめてみたものが、資料７－１にある意見の案でございます。 

 意見では、４つぐらいの観点のものがあったように整理をさせていただ

いています。１つ目としては、農地や農業の副次的な機能、特に市街化区

域内に残された農地にこそ、そういった機能が期待されているので、市街

化区域内農地の固定資産税と保有コストの低減を図るような施策を取り入

れるべきという意見が１つございます。また、農業基盤整備について、現

場で必要とされていることは早期に精力的に実施してほしいという意見が

ございます。３つ目としては、市内農産物の需要拡大のため、農家レスト
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ランや体験農業、道の駅、魅力ある加工品開発などの新しい需要喚起策の

実施、また、その広報活動について、個人や家族単位では取り組めないよ

うな専門的かつ大規模のことを行える環境の提供を求めるという意見でご

ざいます。４つ目としては、聞きなれない言葉や、データの根拠等にわか

りにくいところがあるので、用語の解説や図表の適切な活用等、表現方法

の工夫を求めるといった内容があったように思います。 

 以上でございます。 

【議  長】  ただいま皆さん方からの意見をもとに事務局でまとめたのが意見案で

ございますが、これにつきまして質疑のある方。 

【７番委員】  今、これを見たところ、大分意見がありますので、できましたら、小

委員会等で話し合ったらどうですか。 

【議  長】  今、そういうご意見がございましたが、農政小委員会というところの

委員会が審議をするような場所であろうかと思いますが、そういう意味で

すね。 

【７番委員】  はい、そうです。 

【議  長】  ７番委員からそういうご提案がございましたが、どうでしょうか。委

員さん、１０名でしたっけ。 

【事務局長】  ８名です。 

【議  長】  会長と職務代理者を除きますと８名の委員さんがいらっしゃるわけで

すから、その中でということだと思いますが、どうでしょうか。もともと

農業委員会で農政小委員会をつくっておりますが、そういうご意見をそこ

でまとめていただくというのが、あとほかに２つほど小委員会がございま

すが、委員会でそこで審議をいただくというのが、過去の中では例のよう

でございますから、できればそこで、よりもっと深く意見を出し合ってま

とめていただければ、よりよい農業委員会の意見がまとまるのではなかろ

うかと、こんなふうに思うわけでございます。当然、今まで全体の中で意

見を出されていた方もいらっしゃいますが、これを踏まえて、なおかつ小

委員会のほうで意見を出し合っていただいて、より熱い、深いところの意

見書ができれば、農業委員会として、よりいいのではなかろうかと、こん

なふうに思うわけでございますが、７番委員の提案に対しまして異議ござ
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いませんか。 

【９番委員】  ＪＡでもこういった農業振興プランというのをつくっているようなの

を聞いたのですけれども、これの整合性、要するに調整しているようなと

ころはあるのですかね。別々でつくっているということですか。 

【議  長】  そうではなく、基本的には行政がつくられています。農政課なのでし

ょうけれども、そこの前回、農業振興プランというのは、あくまで行政が

おつくりになる。今、案の段階です。それをＪＡにも、それから、各種団

体にも、そして、農業委員会にも、今、意見を求められているのだと思う

のです。今の段階。同じ案をもとに、多分ＪＡにも意見を求められてい

る。そして、前回お示しいただいたように、農業委員会にも求められてい

る。それをまとめて、多分もう１度、農政のほうで、行政側のほうで、振

興プランをまとめ上げるのだと思うのですが、今、その段階で、ＪＡも農

業委員会も同じだと、このように解釈してよろしいのですね。ＪＡでつく

っているということはないですね。今言っているものだったら、ＪＡも同

じものをいただいているんだと思うんです。 

【９番委員】  私はそれは余り詳しくはないのですけれども、ただ、ＪＡでもそうい

うものをつくっているのですよ。ですから、これの振興プランと要するに

リンクしているのかどうかということを聞きたいのです。 

【議  長】  事務局、わかっていますか。私が聞いているのは、ＪＡさんにもお渡

ししているように聞いているのですね。この振興プラン。 

【９番委員】  市もつくりました、農協もつくりました、ばらばらの振興プランをつ

くっていてもしようがないのではないかと思っているわけです。ですか

ら、同じ土俵に乗って振興プランをつくるのであったらいいなと思ってい

るのですけれども。それがどうかなと思って。 

【主  事】  今回の新農業プラン、今、議題に上げているものについては、市役所

が主導でつくっているものでございまして、農協さんにも意見照会をして

おりますが、その意見照会の仕方、調整の仕方は、農業委員会に意見を照

会するのと同じような形でやっているものでございます。農協さんのほう

でつくられているプランは、私が勉強不足で申しわけないのですけれど

も、恐らく逆に同じような形で、市に意見を聞くとかということは、もし
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かしたらあるのかもしれませんが、一緒に策定するというものでは、今の

時点ではないのではないかと思います。市と農協さんとあわせて１つのプ

ランをつくるということが、実際に行われているというのは聞いてはいな

いです。 

【９番委員】  確かに農協の場合には広いから、各市町村があるので、海老名市だけ

というわけにはいかないと思うんですけどね。わかりました。いいです。 

【議  長】  これは海老名市の振興プランであって、農協全体の振興プランでな

く、行政の一単位としての振興プランの意見を求められているのだと。多

分農協さんだとか、この前の総会に行きましたら、ほかの諸団体、農業団

体のところにも配付して、意見を農政のほうで求めていましたから、その

意見を集約して、また少し修正を加えながら、新たなきちっとしたものを

つくられるのだと思います。その前の段階として農業委員会としても意見

を求められていたわけですね。それを小委員会で１つ議論をしていただけ

ればと。 

【９番委員】  お願いします。 

【議  長】  ほかにございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、後ほどこの件に関しまして、農政小委員会、委員

長さんは４番委員ですよね、４番委員のほうで取りまとめをしていただく

ような段取りの日程スケジュール等を立てていただければありがたいので

ございますが。４番委員、よろしゅうございますか。 

【４番委員】  はい。 

【事務局長】  今、７番委員のほうから提案をいただきまして、農政小委員会という

ことで、４番委員、委員長には申しわけないのですけれども、よろしくお

願いいたしたいと思います。これが終わりましたら日程調整をさせていた

だきまして、できれば、６月に入りまして、早速、農政小委員会を開催さ

せていただきまして、そこでいろいろご意見等をいただきまして、その内

容を６月の総会のときにまたご提案をしたいと思っております。 

 以上でございます。 

【議  長】  今、事務局、また、４番委員からお話がございましたとおりだとする
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と、今回の海老名市農業振興プランにつきましては、継続審議という形に

なろうかと思いますが、継続審議ということでよろしゅうございますか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、海老名市新農業振興プランに係る意見（案）につきまして

は、次回までの継続審議とさせていただきます。 

 以上で本日の定例会の案件は終了いたしました。傍聴人の方にはご退室

をお願いいたします。ありがとうございました。 

 次に、７．その他について、委員の皆様からございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  事務局から何かありますか。ありませんか。 

 ないようでしたら、２番委員から閉会の挨拶をお願いいたします。 

【２番委員】  長い間、慎重審議ありがとうございました。なお、この時期、海老名

も水田に水が入りまして、これから稲作が本格的に始まります。農機具は

最近、普及しました。また、耕作者の年齢も上がりましたことで、事故の

ないように、皆さん、お互いに気をつけて、今年の水田作業を始めたいと

思います。今日は長い間、ありがとうございました。 

（終了 午後２時４０分） 


