
平成２８年第６回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２８年６月２８日

                           １３時３０分～１４時３０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６回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２８年６月２８日「平成２８年第６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27号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 日程第２ 議案第28号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

 日程第３ 議案第29号 農用地利用集積計画（案）について 

 日程第４ 議案第30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  生産緑地の斡旋について 

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 

⑹  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させてい

ただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしということですので、議事録署名委員は、11番委員、12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お願いをいたします。ないですか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは報告はこの程度にさせていただきたいと思います。 

 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、この規定に基づき傍聴の許可をしたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、傍聴を認めます。 

 傍聴人を入室させてください。 

 それでは、会議を進めたいと思います。 

 これより５の付議事項に入ります。 

 議案書５ページ、日程第１、議案第２７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】  農地法第５条では、農地を転用する場合、転用する目的で権利を設

定、移転する場合には、原則として県知事の許可を受けなければならない

旨、規定されています。これは、優良な農地を確保して、農業生産力を維

持し、農業経営の安定を図ることを趣旨としたものです。 
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 受付番号７、申請地は、河原口字■■■■■■■■、登記簿地目、田、

■■■平米、同■■■■■、登記簿地目、田、■■平米、合計、■■■平

米です。現況は、市街化調整区域の畑です。転用者は、中央■■■■■■

■、■■■■■■■■■■、■■■■■■■■■■■■■■■■、代表取

締役■■■■、土地所有者は、■■■■■が、横浜市神奈川区神奈川■■

■■■■■■■、■■■■、持分３分の２、横浜市神奈川区反町■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■、■■■■■、持分３分の1、■■

■■■が、河原口■■■■■■■■、■■■■、持分２分の１、横浜市神

奈川区神奈川■■■■■■■■■、■■■■、持分３分の１、横浜市神奈

川区反町■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、■■■■■、持

分６分の１、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１－１をご覧ください。資料は、案内図のほかに、

現地の写真、また、本日、机の上にお配りをいたしました、当日差替と書

かれている資料１－２というものがございます。事前に郵送していた資料

１－２ではなく、本日はこの差換えられたこちらの資料をもとにご説明を

させていただければと思いますので、そちらをご用意くださいますようお

願いたします。 

 資料１－２は、土地利用計画図、造成計画の断面図が一緒になったもの

でございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局の提案説明を終わりまして、それでは、地区委員の意見をお伺

いしたいと思いますが、４番委員。 

【４番委員】  この場所は、前年度まで遊休農地になっていましたところで、現在

は、畑に改善がされましたが、今回、駐車場にしたいという申請がござい

ました。資料１－２の図面のように、フェンス、または車止め、その関係

をお願いしました。また、ここの上の田んぼですね、北側ですけれども、

そちらの水田は排水ができない状態でしたので、排水管をつけていただく

ようにお願いをいたしました。それに基づきまして、今回の図面の変更と

いうふうになっております。現地は草を刈って、何とか耕作できる状態で

はあるかと思いますけれども、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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 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。 

 宅地建物取引業など不動産業を行っている■■■■■■■■■■■■■

■■■が、駐車場として農地転用をしたいという申請です。■■■■■■

■■■■■■■■■■は、隣接する既存の駐車場を、経営主である地権者

から管理委託を受けて管理しておりまして、そちらが慢性的に満車状態

で、空き待ちがあるということから、地続きであるこちらの当該地で新規

に開設したいとのことです。 

 既存の駐車場と新規に開設をする駐車場は、一体で整備をいたします

が、経営主はそれぞれ別であり、駐車台数によって収益等を分配するとい

うことで話ができているというふうに聞いております。 

 資料１－１をご覧ください。農地の立地基準は、第２種農地です。これ

は、申請地が市街化区域から３００メートル以内の区域で、その農地の規

模が１０ヘクタール未満であることから判断されます。第２種農地は、農

地転用が申請に係る農地に代えて周辺の土地を供することにより、当該申

請に係る事業の目的が達成することができない場合、つまり、代替地がな

いという場合に許可となる立地区分でございます。本案件につきまして

は、既存の駐車場と一体で整備をするという計画で、代替地がないという

ところを確認しております。 

 続きまして、土地利用の計画です。資料１－２、本日、机の上にお配り

した、差換えと書いてある資料１－２の図面をご覧ください。資料、右側

が北になりますが、ちょうど真ん中から左のほうに隣地境界というふうに

点線で入っているところがあります。この点線で囲まれた左上の部分、南

西の部分が既存の駐車場になっておりまして、資料１－１で写真で映って

いる駐車場が、そちらの隣地境界というところに囲まれたところでござい

ます。既存の駐車場を除く申請地全体を整地、転圧して、砂利で舗装をし

まして、既存駐車場を含む３８台分の駐車場を整備するという計画です。

西側は田んぼと接している部分があるんですが、西側の既存のブロックは

そのままにするとのことで、田んぼと隣接する西側と北側には、それ以外
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の部分でＲＣの擁壁とメッシュフェンスを設置する計画です。図面の下

側、東側のほうは、既に別の方の駐車場がありまして、既存の擁壁とフェ

ンスがございますが、申請地が南側から、図面の左側から北側、右側に向

かって傾斜がついているということから、申請地の中央部あたりから東側

の土地より申請地のほうが最終的に高くなるような計画になっておりまし

て、砂利などが東側の駐車場に流出しないよう、高低差が出てしまう部分

に関しては、コンクリートブロック１段から高低差に応じて２段までのコ

ンクリートブロックでの土留めを設置する計画です。また、田んぼの排水

に関しまして、先ほど４番委員からご説明があったとおりでございます

が、こちらの地区では、北から南のほうへ田越しで水が流れていきまし

て、南側に通っている排水路へ落ちるという流れになっていますが、申請

地の北側の田の排水が、申請地自体に排水の施設が現在ないことから、西

側に隣接している田んぼのほうに畔を切って流しているということでし

て、それがそもそも本来の形ではないというところから、転用に伴い、排

水管を設けて、南側の排水路へ水の流れが確保される計画になっておりま

す。 

 そのまま同じ図面の中に断面図がございますので、そちらをご覧いただ

ければと思います。申請地の西側と北側に隣接している田んぼには、それ

ぞれ高低差が１メートルほどありますが、先ほど申し上げたように、ＲＣ

の擁壁で土留めを設置するという計画です。また、砂利がこぼれ落ちない

ように、擁壁の頭は大体１０センチほど出る計画になっておりまして、擁

壁の上にはさらに８０センチのメッシュフェンスを設置します。これらに

よりまして、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、雨水の排水計画ですが、申請地は砂利舗装を全面にすると

いうことで、敷地内で浸透処理をする計画となっております。 

 以上、転用が不確実とされる要因は確認できず、隣接する農地、周囲の

土地への被害防除策も図られていることから、転用やむなしと思われま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、現地調査班長の意見をお伺いいたします。２番委員。 
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【２番委員】  ２７日、きのう、現地調査をしました。申請地の状態につきまして

は、畑と見られます。あと、現場で見たところ、図面上では特に土砂の流

出等は、この設計どおりであれば問題ないと思われます。 

 問題につきましては、２点ほどありました。１点は、排水管を新たに入

れるということで、既存の状態では、もともとの田越しの状態がなかった

んですが、駐車場をつくるということで、田越しの排水管ということで、

１５０φのＶＵ管を入れると。現場では１５０で足りるのかどうかとい

う、ちょっと問題がありましたが、１５０でいいだろう、ただし、排水の

入り口付近については、流入する水のごみ取りを確実にできるような方策

を考えるように、ということで、意見がありました。それから、これは説

明がなかったのですが、この工事の施工時期ということなんですが、現

況、今、田植えの時期で、いつごろ実際施工するのかということで、田の

影響もあるので、その辺が、４カ月間の施工期間を見ているということ

で、おおむね１０月以降の田の刈り取りが終わった以降というふうなお話

を聞いておりますので、それならば特に問題ないのではないかということ

です。現場としては、特に排水管の問題と、工事時期の問題が２点ありま

した。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。ございませんか。 

【19番委員】  ちょっと質問なんですけれども、当日差替の資料１－２と、差しかえ

前の資料１－２、私が見た限りでは、平面図の隣地境界というのが抜けて

いただけにしか思えないんですが、それでよろしいのでしょうか。 

【主  事】  そのとおりでございます。 

【議  長】  ほかにございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  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、

この案件につきまして、承認の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 
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【議  長】  全員賛成ということでございますので、この案件につきましては、承

認とさせていただきます。 

 次に、議案書６ページ、日程第２、議案第２８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９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

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９、被相続人は、大谷■■■■■■、■■■■、相続人は、大

谷北■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業経営を行っている期間

は、平成２５年６月２７日から平成２８年６月２８日までです。特例農地

等の明細ですが、大谷北■■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、

畑、■■■平米、ほか２筆、議案書のとおりです。３筆とも生産緑地の畑

で、合計、■■■■平米です。事務局で６月１４日に現地調査をしたとこ

ろ、農地として適正に管理されていました。特に問題はないと思われま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明がありました。これにつきまして、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようでございますので、これにつきまして、採決をとらせ

ていただきます。 

 承認の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  全員賛成ということで、この件につきましては、承認とさせていただ

きます。 

 続きまして、議案書７ページ、受付番号１０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】  受付番号１０、被相続人は、今里■■■■■■、■■■、相続人は、

今里■■■■■■■■■、■■■■、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６月２８日までです。特例農地

等の明細ですが、社家字■■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、

田、■■■■平米、ほか５筆、議案書のとおりです。１筆が農業振興地域

内の田、５筆が市街化区域内の生産緑地の畑で、田、■■■■平米、畑、

■■■■■■■平米、合計、■■■■■■■平米です。事務局で６月１４

日に現地調査をしたところ、農地として適正に管理されていました。特に

問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局の説明が終わりました。これについて、質疑のある方。いませ

んか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見もないようですから、採決に移らせていただきます。 

 この案件につきまして、承認の方の挙手をお願いいたします。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、この案件につきましては、承認とさせ

ていただきます。 

 次に、議案書８ページ、日程第３、議案第２９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１４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の案を上程します。 

 ここで農用地利用集積計画について、定例総会での審議は初めてなの

で、制度面から簡単に説明させていただきたいと思います。 

 本日、机の上にございましたＡ４の資料をご覧ください。農業経営基盤

強化促進法の概要と書いてある資料でございます。資料をご覧いただきな

がら確認していただければと思います。 
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 農用地利用集積計画の制度は、農業経営基盤強化促進法という法律に基

づく制度です。資料の上のところ、囲みの中を抜粋して読み上げます。農

業経営基盤強化促進法では、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これ

らの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立するた

め、今回のところは（２）のところです、農地所有者が安心して、意欲あ

る農業者に農地を貸すことができるようにするための利用権設定等促進事

業等の法的枠組みが設けられていると記載があります。利用権設定等促進

事業というのは、具体的には下のところの農用地利用集積計画という農地

の貸し借りを内容とする計画を、農業委員会の決定を経て市町村が作成、

公告するというものです。農地の権利を移転、設定するときには、農地法

第３条により、農業委員会の許可を受けなければならないという決まりが

ありますが、この農用地利用集積計画は、市町村が農用地の権利設定、移

転を盛り込んだ計画を公告することにより、権利設定、移転の効果が発生

するという農地法の特例でございます。具体的な流れについては、今ご覧

いただいた資料の裏面に図で示してございますが、同じ内容について、本

日お配りした農業委員会だよりにも簡潔に書いてございますので、具体的

な流れについては、農業委員会だよりをご覧いただきながらご説明させて

いただきたいと思います。 

 農業委員会だよりの４面をご覧いただければと思います。カラーのパン

フレットです。４面には、「農地の貸し借りの仕組み【農用地利用集積計

画】をご存じですか」とございます。ここのピンクの枠で書いてある図を

ご覧いただきたいのですけれども、貸し手と借り手、双方から、貸し借り

をしたいという申し出を市が受け付けることによって、この農用地利用集

積計画による貸し借りは始まります。期間は何年間とか、借賃と支払い方

法、あと、土地の状況、地域とのかかわり、条件の見直し時期などについ

て申し出書に記載をしていただいて、市へ申し出をしていただくと、「市

が」と書いてあるところが、市と農業委員会とでやることなのですけれど

も、計画を作成するための農業委員会での審議があって、それをもとに市

町村が計画を作成して、公告するという流れになります。計画を市町村が

公告するということが、農地法による許可を受けるという制度の例外とい
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うことになっています。 

 この仕組みで貸し借りをすることのメリットについては、左上に３つま

とめてあります。１つが、貸し借りの期限が来れば、自動的に権利が貸し

手へ返還されるというところが、貸し借りの計画の最大のメリットでござ

います。農地法に基づく賃貸借については、期限が来たときに、法定で同

じ内容で更新されるという仕組みがございまして、当事者の片方から、あ

る一定の時期までに更新しないということを申し出ないと、自動で更新さ

れる仕組みがあるんですけれども、この農用地利用集積計画だと、貸し借

りの期限、最初に決めた期限が来れば、全ての権利が一度地主に戻るとい

うことがありまして、地主にとっては農地を出しやすい制度になっていま

す。そのほか、農業委員会で手続をするので安心した貸し借りになるとい

うところと、あと、相続税、贈与税の納税猶予を受けていても、一定の要

件のもとで猶予が継続する場合があるというところが、この制度のメリッ

トでございます。 

 下の注意というところにも記載がございますが、この制度は、市街化区

域内で行うことができない仕組みになっておりまして、全て市街化調整区

域内だけで行われているものでございます。また、納税猶予を受けた農地

のうち、２０年営農を継続すれば免除という約束で納税猶予を受けていら

れる方がこの仕組みを使って農地を貸すことにしますと、相続税の納税猶

予の約束が終身営農することに変わってしまうこともございます。そうい

ったところに注意していただければ、貸し借りの制度としては非常にいい

制度となっておりまして、農業委員会としても市としてもこの制度を進め

ているというところがございます。 

 今回のこの審議を経て、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いて、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る

というものでございます。 

 議案書の８ページをご覧ください。提案説明をさせていただきます。 

 受付番号１４、借り手は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、貸し手

については、登記簿上の地権者は、綾瀬市小園■■■■■■、■■■■で
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すが、この方は亡くなっていて、貸借の申し出をしたのは、相続人代表の

綾瀬市小園■■■■■■、■■■■です。そのほか３名、議案書記載のと

おり、相続人がいますが、今回の申し出書には、相続人全員の同意書が添

付されています。貸し借りする農地は、大谷字■■■■■■■、現況地

目、畑、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりで、田が３枚、■■■■

平米、畑が１枚、■■■平米、合計で■■■■平米です。貸し借りの種類

は、賃借権の設定、貸し借りの期間は、平成３０年までの３年です。借賃

は、４筆で年額１万円、農業振興地域内の新規の計画です。うち、大谷字

■■の２筆は、農用地区域内です。借り手は、市内の農家で、認定農業者

です。事務局で６月１４日に現地調査したところ、現地は農地でした。特

に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局の説明が終わりました。質疑のある方。ありませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

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

います。 

 この案件につきまして、承認をされ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、この案件につきましては、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３０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】  生産緑地地区制度には、農地の所有者の権利救済の観点から、次の３

つの場合に、市町村長に対して時価で生産緑地を買い取るよう申し出るこ

とができる仕組みがあります。１つ目が、生産緑地に指定されてから３０

年が経過した場合、２つ目は、農林漁業の主たる従事者が死亡した場合、

３つ目が、農林漁業の主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能と
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させる故障を有することとなった場合です。そして、２つ目と３つ目の場

合に、買い取りの申し出をするときには、農林漁業の主たる従事者の証明

を農業委員会から受ける必要があります。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を言います。この主たる従事者につい

ての証明願が提出されています。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通知を申し出受け付けの日から１カ

月以内にします。市が買い取らない場合は、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、買い取り申し出を受けた日から

３カ月後に行為の制限の解除を申し出者に通知するということになりま

す。 

 それでは、提案説明をいたします。議案書９ページをご覧ください。 

 受付番号３、申請者は、門沢橋■■■■■■■■、■■■■、ほか７

名、議案書のとおりです。買取り申出事由は、主たる農業従事者の死亡、

買取り申出事由発生者は、門沢橋■■■■■■■■、■■■■、発生日

は、平成２５年１月２８日、申請者は、買取り申出事由発生者の相続人全

員です。買取り申出をする生産緑地は、門沢橋■■■■■■■、現況地

目、畑、■■■平米、同■■■■、現況地目、畑、■■■平米の２筆、合

計、■■■■平米です。現地の案内図と写真は、資料２をご覧ください。

６月２２日に事務局で現地確認をしたところ、現地は農地でした。■■■

■さんは、この２筆の畑の所有者で、平成１７年の農家基本台帳では、世

帯の農業経営主として農業専従で、年間農業従事日数２００日と登載され

ていました。平成２５年に■■さんが亡くなった後、妻の■■さんも具合

を悪くしてしまい、この土地を耕作できる人がいなくなってしまったと聞

いています。相続について決まったのが今年になってからであるため、こ

のタイミングでの申請に至ったのだそうです。特に問題ないと思われま

す。 

 以上でございます。 



13

【議  長】  説明が終わりました。質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようですから、この案件につきまして、採決をさせていた

だきます。 

 この案件につきまして、承認をされ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。よって、この案件につきましては、承認とさ

せていただきます。 

 次に、議案書１０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）農地造成工事施工届出書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】  農地造成とは、盛り土、切り土等により、農地の形質を変更すること

です。造成面積が1,000平米を超えるもの、盛り土、切り土の高さがおお

むね１メートルを超えるもの、耕作の中断期間が３カ月を超えるものにつ

きましては、農地の一時転用ということで、農地法の許可が必要となりま

す。海老名市では、許可の対象とならない軽易な農地造成に対しまして

も、海老名市農地造成工事指導要綱に基づく届け出をしてもらうこととし

ております。農業委員会の総会で了承された後に指示書を送付し、計画ど

おり適正に農地造成を施工するよう指示をいたします。本日は、農地造成

の案件が初めてでございますので、本日、机の上にお配りをさせていただ

きました、海老名市農地造成工事指導要綱をもとに重要なポイントを確認

させていただければと思います。 

 要綱を１ページ開いていただきまして、２ページ目の一番下のところに

遵守事項というものがございます。遵守事項第８条というものが一番下に

ございます。その次のページに、（１）から（１０）まで掲げられており

ますが、こちらが農地造成の実際の計画の際に申請者が遵守しなければな

らないとされている各項目でございます。どれも遵守事項ということです
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ので、重要な項目ではございますが、特にご確認をいただきたいのが、盛

り土の高さに関する制限が（４）に記載がございます。盛り土の高さに関

しまして、周辺の道路面から３０センチメートル以内とし、かつ、隣接農

地等からも３０センチメートル以内としております。しかし、これは申請

地の周辺の状況や、地域の実情等もございますので、それらを鑑みて農業

委員会でやむを得ないと認めた場合にはこの限りではありません。また、

（５）と（６）には、隣接地との境界の処理について記載がございます。

農地造成の場合、農地以外のものにする農地転用とは違い、境界の処理は

法面でもよいということとしており、また、もちろん土砂の流出、崩壊等

を防ぐため、土留めを設置することも認めております。のり面で処理をす

る場合には、（５）にございますとおり、垂直１メートルに対して水平距

離1.8メートル以上となるように勾配にも制限を設けております。１対1.8

で、角度で言いますと、約３０度以下までを妥当と認めております。ま

た、土留めを設置する場合は、（６）のとおり、恒久性のあるコンクリー

トブロック等での施工となっておりますが、農地転用の場合ほどの厳密な

ものを求めているというわけではなく、こちらも地域の実情などに合わ

せ、鋼板の土どめなどでも認めているという事例もございます。また、一

番下の項目（１０）番では、工事の完了後すぐに農地転用をするなど、本

来の趣旨とは違うことにならないよう、原則３年間は目的どおり農地とし

て利用し、ほかの目的では絶対利用してはならない旨が記載されておりま

す。これらを踏まえ、申請内容をご一緒にご確認いただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、提案説明をいたします。 

 受付番号３、届出地は、本郷字■■■■■■■■■、現況地目、田、台

帳地目、田、実測面積、■■■■■■平米、ほか３筆、議案書のとおり

で、実測面積合計、■■■■■■平米です。所有者は、中野■■■■■■

■■■、■■■、施工業者は、藤沢市獺郷■■■■■■■■、■■■■

■、代表■■■■、改良内容は、田から畑へ盛り土するとのことです。現

地の案内図は、資料３－１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、断面図、ＲＣ土留擁壁詳細図が１つになった
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図面を配付しております。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。それでは、地区委員の意見を伺いた

いと思います。20番委員。 

【20番委員】  受付番号３番なんですけれども、きのう、視察に行ったところ、周り

に田がなく、建物と道路に囲まれておりまして、盛り土をしても特に土砂

の流出等は問題ないと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、事務局から補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  資料３－２の計画図をご覧ください。造成の計画ですが、田から６０

センチほど盛り土をするという計画です。北側、また、東側の一部は道路

に面しておりますが、東側は道路から１５センチ高くなり、水路が開渠と

なっています。また、ＲＣ擁壁を設置して、ＲＣ擁壁の頭は、盛り土した

面から５センチ高くなる計画となっております。また、北側が道路から３

０センチほど高くはなりますが、ただ、こちらの部分に関しましては、法

面で処理をするという計画になっておりまして、また、こちら側の水路は

道路の一部となっており、造成後は畑への出入りを行う箇所でございま

す。また、西側は農地と隣接しており、こちらも法面で処理をする計画で

す。法面の場合ですと、先ほども申し上げましたとおり、勾配は３０度以

内でなければならないということを申請者へ指導し、必ずそうすることを

約束しております。工事は、現在、田んぼで水が入っておりますので、水

が抜けてから行うとのことですが、畑に入れるためのよい土が手に入った

らすぐに施工したいということで、申請が今回、先にございました。ま

た、計画では、赤土を使用することとなっております。 

 以上でございます。 

【議  長】  この案件につきまして、質疑のある方。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  なければ、この案件につきましては、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） 



16

【議  長】  それでは、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１１ページをお願いいたします。（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】  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きましては、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などの条件

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

がありまして、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。 

 議案書の１１ページをご覧ください。受付番号３、申請地は、杉久保南

■■■■■■■■■、登記簿地目、畑、■■■平米、ほか３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。現地の案内図は、資料４

－１、また、現地の写真は、資料４－２にございます。それぞれの土地の

経過でございますが、杉久保南■■■■■■■■■は、案内図で言うと一

番東側、写真で言うと３番の土地になります。こちらは、平成９年の１２

月ごろから、隣接する■■■■■■■というところに農地転用の許可を受

けて、申請者である■■さんの息子さんの自宅を建築し、以降、その敷地

としてこちらの土地も一体で使用し、現在に至っているとのことです。ま

た、杉久保南■■■■■■■■■と、■■■■■■、地図で言いますと、

一番西側の写真①、②となっているところでございます。こちらにつきま

しては、昭和２７年ごろから平成元年１１月ごろまで自宅の敷地として使

用していまして、また、自宅を引っ越した後は納屋として使用し、現在に

至っているとのことです。そして、杉久保南■■■■■■■■■、真ん中

の写真で言うと４番の写真でございます。こちらは、平成元年１１月ごろ
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から、隣接地■■■■■■という筆に自宅を移して、その後、その敷地と

して一体利用をし始め、現在に至っているとのことです。当該申請地は、

いずれも農地転用の許可を受けた経緯がありません。６月１７日に、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、現況は

農地として利用されておらず、建物の敷地として利用されているというこ

とを確認しました。また、航空写真、固定資産所有証明を確認し、転用後

の経過年数が１０年以上であることを客観的な資料としても確認しており

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、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】  それでは、農地小委員会委員長の３番委員から説明をお願いいたしま

す。 

【３番委員】  農地等に復元することが著しく困難ということの現地確認と、それか

ら、周辺の農地に支障が出るような影響があるかということの確認と、そ

れから、その土地が農地を含む筆の一部ではないと、この３点で現地を確

認いたしました。杉久保南■■■■■■■■■、同じく■■■■■■、こ

れが旧の住宅地でございます。これは３点の要件に全て適っております。

それから、杉久保南■■■■■■■■■■、これは現在住んでおられる住

宅がございまして、その敷地になっております。これも現地を確認して、

農地と認めるにはとても無理だろうということで、３点の要件に適ってい

たことを確認しております。それから、杉久保南■■■■■■■■■、こ

れは息子さんの住宅でございます。その敷地に現在庭として使っておりま

すので、これも農地として戻すことは難しいだろうということで、この３

点、確認をいたしました。 

 以上でございます。 

【議  長】  ありがとうございました。この案件につきまして、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、この案件につきましては、承認とさせていただきたいと思

いますが、ご異議ございませんか。 
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       （「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１２ページでございます。（３）生産緑地の斡旋について

を案件といたします。 

 生産緑地番号７０について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  事】  生産緑地の買い取り申し出に対し、市長は、買い取らない場合、当該

生産緑地において、農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得で

きるようにあっせんすることに努めなければならないとされています。農

業委員会へこのあっせんの協力依頼がきております。 

 生産緑地番号７０、所在は、望地■■■■■■■、現況地目、畑、台帳

地目、畑、■■■平米です。案内図及び現地の写真は、資料５をご覧くだ

さい。この農地につきましては、平成２８年第４回定例総会におきまし

て、土地所有者の故障という事由により、生産緑地の主たる従事者につい

ての証明願いが出され、証明の決定がされました。５月１２日付で市に対

して、現在の土地の所有者より、この生産緑地の買い取りの申し出がされ

ましたが、市では買い取らないということになり、市から農業委員会に対

してあっせんの協力依頼が来ております。あっせんにつきましては、ご自

身でまずお考えをいただき、また、周囲の方、地区の方に情報提供してい

ただき、希望される方がいらっしゃいましたら、いずれも８月４日までに

事務局へご連絡くださるようお願いいたします。その結果を８月５日に都

市計画課へ報告いたします。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局の説明につきまして、質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がないようでございますので、この案件につきましては、承認と

させていただきたいと思いますが、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、承認とさせていただきます。 

 続きまして、生産緑地番号２５５について、事務局から説明をお願いい

たします。 
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【主  事】  続きまして、生産緑地番号２５５、所在は、今里■■■■■■■■

■、現況地目、畑、台帳地目、畑、■■■平米です。案内図及び現地の写

真は、資料６をご覧ください。この農地につきましても、同じく平成２８

年第４回定例総会におきまして、土地所有者の故障という事由により、生

産緑地の主たる従事者についての証明願いが出され、証明の決定がされま

した。５月１２日付で市に対して、現在の土地の所有者より、この生産緑

地の買い取りの申し出がされましたが、市では買い取らないということに

なり、市から農業委員会に対してあっせんの協力依頼がきております。先

ほども申し上げましたとおり、あっせんにつきましてお考えいただき、ま

た、情報提供していただいて、ご希望の方がいらっしゃいましたら、８月

４日までに事務局へご連絡くださるようにお願いいたします。その結果を

８月５日に都市計画課へ報告いたします。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局からの説明に対しまして、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がないようでございますので、この案件につきましては、承認と

させていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、この案件につきましては、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１３、１４ページでございます。（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１５から１８の４件と、農地法第５条の受付番

号１５から１７の３件について、一括して事務局から説明をお願いいたし

ます。 

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

則として県知事の許可を受けなければならない旨、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１３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
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による届出です。届出期間につきましては、平成２８年５月１日から５月

３１日までの間に届出がされたものです。受付番号１５から１８までの４

件で、田、2,973平米、畑、183.14平米、合計、3,156.14平米です。 

 引き続きまして、議案書１４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２

８年５月１日から５月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号

１５から１７までの３件で、田、９６４平米、畑、132.55平米、合計、

1,096.55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】  この件につきまして、一括して質疑を受けたいと思いますが、質疑の

ある方。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  なければ、この案件につきましては、承認とさせていただきたいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  なしと認めます。よって、この案件につきましては、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。（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６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

っています。農業委員会としましては、耕作者のあっせん希望があった場

合のみ、現地調査をいたします。 

 議案書１５ページ、受付番号６は、中新田の■■■■さんの死亡による

相続です。受付番号６、権利を取得した者は、中新田■■■■■■■■

■、■■■■■、権利を取得した日は、平成２７年４月７日、権利を取得

した事由は、相続、取得した権利は、所有権、農業委員会によるあっせん

等の希望は、なしです。届け出に係わる土地の所在ですが、中新田字■■
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■■■■■、田、■■■平米、■■■■■さんの持分２分の１です。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局の説明に対しまして、質疑のある方。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  なければ、この案件につきましては、承認とさせていただきたいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご異議ないようでございますので、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１６ページでございます。（６）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。 

 この案件につきましては、前回より継続審議となっております。６月２

０日に農政小委員会が開催されました。海老名市新農業振興プラン（案）

への意見について検討いたしましたので、農政小委員会委員長の４番委員

より経過説明をお願いいたします。 

【４番委員】  ６月２０日、市役所の７０５会議室において、平成２８年第２回海老

名市農業委員会農政小委員会を開催いたしました。資料のとおり、海老名

市新農業振興プラン（案）への意見についてまとめさせていただきまし

た。内容の詳細につきましては、事務局から説明をさせますので、よろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、事務局から詳細な説明をお願いいたします。 

【主  事】  ６月２０日の農政小委員会の結果、まとめられた意見（案）につきま

しては、お配りしている資料７にございます。ご覧いただければと思いま

す。資料７の「記」以下にあるとおり、意見の取りまとめが行われまし

た。事前に送付させていただいているので、また、先月の定例総会の資料

として配付した事務局案との違いが１カ所だけでございますので、そこの

部分だけの説明とさせていただきたいと思います。 

 資料７と書いてある紙の一番下の段落のところでございます。後継者対

策が非常に重要で、特に注力していただきたいこと、市域を対象とする農

作業受託組織の設立や、専業農家ばかりでなく、兼業農家も視野に入れた
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農業者確保策等に期待するということが加わっています。 

 以上でございます。 

【議  長】  この案件につきまして、質疑を受けますが、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、この案件につきまして、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、海老名市新農業振興プランに対する意

見は承認とさせていただきたいと思います。 

 それでは、本日の定例会の案件、終了いたしました。傍聴者の方には退

室をお願い申し上げたいと思います。傍聴、ありがとうございました。 

 次に、７．その他について、委員の皆様から何かございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、事務局、何かありますか。ありませんか。 

 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】  きょうは農繁期、忙しいところ、慎重審議ありがとうございました。

あと、その他の案件で出てきますが、来週は視察研修がありますので、ひ

とつよろしくお願いします。 

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２時３０分） 


