
平成２８年第７回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２８年７月２６日

                           １３時３０分～１５時００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７回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２８年７月２６日「平成２８年第７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、 管理係長 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31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32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33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34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35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６ 議案第36号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 日程第７ 議案第37号 平成２９年度市農業施策及び予算に関する意見（案）について 

審議事項は次のとおりである。 

⑴  農地転用届出による専決処分について 

⑵  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 



 2

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

ていただきますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 議事録署名委員は、13番委員、14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】  報告が終わりました。ただいまの報告につきまして、何か質問等があ

りましたらお願いをいたします。ございませんか。 

          （「なし」の声あり） 

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

きます。 

 それでは、報告事項が終了いたしましたので、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ございますので、傍聴を許可いたします。 

 傍聴人を入室させてください。 

 それでは、会議を進めさせていただきます。 

 これより５．付議事項に入ります。 

 議案書６ページの日程第１、議案第３１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２２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
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れないようにするとともに、生産性の高い農業経営者によって効率的に利

用されることにより農業生産力の維持、拡大を図ることを趣旨としたもの

です。 

 受付番号２２、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、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１をご覧ください。 

 以上でございます。 

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

と思います。12番委員。 

【12番委員】  本件は、■■■■■さんが事業拡大のために、隣の土地が自分の土地

なので、畑を広げて効率をよくするということだったので、特に問題がな

いと理解しました。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、事務局の補足説明があればお願いいたします。 

【主  事】  譲受人の■■■■■さんの世帯としての農家の状況は、■■■さんが

世帯主で、世帯の農業従事者は、■■■さんと母の■■さんの２人だそう

です。■■■さんの農作業経験年数は３７年、農業従事日数は年間９０

日、母の■■さんの農作業経験年数は６１年、農業従事日数は年間６０日

だそうです。■■さん世帯としての農業経営面積は、田が■■■■平米、

畑が■■■■■■■平米、合計■■■■■■■平米です。機械は、トラク

ター３台、耕耘機１台、田植え機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

ございます。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】  事務局の説明が終わりました。 
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 それでは、現地調査班長の意見を伺いたいと思います。16番委員。 

【16番委員】  資料１の写真でもわかるとおり、この農地の周辺は全て優良な農地でし

た。この農地につきましては何も作付はされておりませんでしたけれど

も、きれいに耕耘されているような状況でした。農地としての問題はない

と思います。 

 以上です。 

【議  長】  説明、意見等が終わりました。質疑のある方。 

          （「なし」の声あり） 

【議  長】  ございませんか。それでは、意見のある方。 

          （「なし」の声あり） 

【議  長】  いらっしゃいませんか。それでは、採決をさせていただきますが、受

付番号２２について承認と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から、受付番号２２については、承認とさせて

いただきます。 

 続きまして受付番号２３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２３、申請地は、大谷字■■■■■■、台帳地目、田、現況地

目、畑、■■■平米、同■■■■、台帳地目、田、現況地目、畑、■■■

平米、２筆の申請です。譲受人は、大谷北■■■■■■■■、■■■■、

譲渡人は、大谷北■■■■■■■■、■■■■■、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をご覧くださ

い。 

 以上でございます。 

【議  長】  説明は終わりました。それでは、地区委員の意見をお伺いします。５

番委員。 

【５番委員】  ■■■■■さんは大谷において中心的な農業の担い手の一人です。高

齢になられ、最近また体調を崩しておられるということで、将来を考え、

一緒に農業をしている息子さんに生前贈与をしたいということです。特に

問題はないものと考えました。 
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 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明があれば。 

【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、姉の■■さん、叔母の■■■さんの５人が農業従事

者としてやっているそうです。農業経営主は、農家基本台帳では、■さん

のお父さんの■■■■■さんとなっています。申請人の■■■■さんの農

業経験年数は２０年、農業従事日数は年間３００日と申請書に記載されて

います。そのほか、ご家族の農業従事の状況は、申請書によると、■さん

の母の■■さんの農業経験年数は２０年、農作業従事日数は年間３４０

日、■さんの姉の■■さんの農業経験年数は３年、農業従事日数は年間１

５０日、■さんの叔母の■■■さんの農業経験年数は２０年、農業従事日

数は年間２８０日です。また、■さんのお父さんで世帯の農業の経営主の

■■さんの農業従事日数は、申請書では記載がありませんでしたが、平成

２８年の農家基本台帳では年間３２０日となっています。■■■さん世帯

の農業経営面積は、田はなく、畑が■■■■平米、合計■■■■平米で

す。機械は、トラクター、耕耘機、田植え機、軽トラックなどを所有して

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、現地調査班長の意見を伺います。16番委員。 

【16番委員】  現地は、市役所から島忠へ行く道の左側の、一枚置いた、入ったところ

の農地です。農地ではピーマン、カボチャ、キュウリ、キュウリは地ば

い、はいずりキュウリが栽培されておりました。農地としては適正に管理

されていると思います。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、今説明が終わりました。質疑のある方。 
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          （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

          （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、採決をさせていただきます。受付番号２３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。よって、受付番号２３を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３２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４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４条及び第５条では、農地を転用するとき、あるいは農地を

転用する目的で権利を設定、移転するときには、原則として県知事の許可

を受けなければならない旨が規定されています。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４、申請地は、上郷字■■■■■■、登記簿地目、田、■■■

平米、現況は市街化調整区域の田です。申請者は、下今泉■■■■■■■

■、■■■■、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にございます。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、建物の平面図と立面図などをお配りしていま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  これは上郷の地区に田んぼがあるということですが、持ち主は下今泉地

区の■■さんという方です。私のほうも地区外なので、ちょっと■■さん

の事情についてはよくわかりませんが、現地は今年、もう稲作を栽培して

おりまして、きれいに整地されております。また、話に聞きますと、農家

住宅をつくるということで、まあ、この方は他にも土地はあるのですが、

市街化区域内には親と一緒に同居されているということで、その地区もあ
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ることながら、親とは別棟でつくりたいということで、この水田の中の市

街化調整区域の中に農家住宅をつくるということで申し出がありました。 

 現況については以上のとおりなので、場所的には、今、ららぽーとなど

がある、新しくできた、開発された、そばの土地で、この図面の地図だと

田んぼみたいな絵になっているが、このちょっと黒くなっているところ

が、全部今度市街化になった土地でありまして、その隣接されているとこ

ろであります。特にそれ以上の情報は、ちょっと申しわけないが、持ち合

わせておりません。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  下今泉にお住まいの農家である■■さんが、妻子と同居するため、新

しく家を構えることとしたそうです。ご両親の意向から、現在の住宅敷地

内に同居することができないため、やむを得ず農地を転用し、自己所有地

に新しく住宅を建てたいとのことです。申請人の■■■■さんのご家族

は、同居しているご両親のほか、鎌倉に別居している妻とお子さんが３人

いらっしゃるそうです。鎌倉の妻子は現在、賃貸アパートにお住まいで、

この住宅完成後はアパートの賃貸契約を解約し、こちらに同居する計画と

のことです。■■さんの所有地は、市街化区域内には自宅敷地のほかは、

既に建物が建っており使用されている土地しかなく、そのほかの土地は既

に別の方に貸している土地と、あと、この申請地と、座間市内の農用地区

域内の田しかなく、県担当者へ確認したところ、この状況では、ほかに適

地がないという判断になるそうです。 

 申請地の立地基準を確認したいと思います。資料３－１の左側の図をご

覧ください。この地図で薄く色が塗られているところが市街化区域です。

申請地は■■■■というところで、濃くなっているところです。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区分です。 

 次に、資料３－２をご覧ください。資料３－２の一番上の図が土地利用

計画ですが、敷地全体に盛り土をし、建築面積３４１平米の木造２階建て
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戸建て住宅を建築する計画です。住宅建物の周りは土が見える状態で庭と

し、住宅の東側部分のみ透水性の舗装をし、駐車場として使用するそうで

す。敷地への盛り土は、前面道路から５センチ高い高さを計画されてい

て、隣接する田との高低差は３０センチ弱だそうです。また、西側の田の

排水のため、敷地南側には２４センチのＵ字溝を設置し、排水機能を残し

ます。 

 資料３－３と３－４には断面図の境界部分の拡大図がございます。資料

３－３をご覧ください。敷地の周囲、西側と南側と北側は、隣地との境界

内側にＲＣの擁壁を設置し、これにより土砂の流出や崩壊のおそれはない

計画になっています。擁壁の内側には1.8メートルの高さのフェンスを設

置する計画です。 

 次に資料３－４をご覧いただきたいと思います。こちらが東西方向に切

った図面で、右側が東側です。東側の出入り口部分には高低差がなくなる

よう、６メートルかけて５センチ下がるような緩やかな勾配で高低差を処

理する計画で、前面道路には蓋をする計画です。 

 また戻っていただいて、資料３－２をご覧いただきたいと思います。資

料３－２の一番上の平面図ですが、住宅の周りに四角にバツを重ねた記号

がございます。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いうことです。汚水については平面図の右の

ほうに記載がございますが、公共下水道に接続する計画です。 

 資料の３－５、３－６は建物の平面図、３－７は立面図を添付していま

す。資料３－６に１階の平面図がございますので、ご覧いただければと思

います。申請者から直接聞き取りをしたところ、右のほうにガレージと書

いてあるスペースがございます。車の絵が２台描いてあるようなスペース

でございます。こちらについてはそのような絵が描いてありますけれど

も、聞き取りによると、軽トラックや耕耘機の農機具を置き、また収穫物

の貯蔵もここで行うということです。車はその前面につくられる、先ほど

ご説明申し上げた舗装された露天の駐車場スペースに置くことにしている

のだそうです。 

 転用が不確実とされる要因は確認できず、隣接する農地や周囲の土地へ
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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】  説明が終わりました。 

 現地調査班長の意見をお伺いいたします。16番委員。 

【16番委員】  現地は、ららぽーとの西側の水田に農家を建てるという申請です。現地

は水稲が作付されており良好に管理されておりました。申請地の北側は海

老名の市道で、直接農地が接しておりませんので、北側農地への日照被害

については緩和されるものではないかと思います。また、下水道は東側の

市街化区域内に埋設された下水道管につなぐ計画でありますので、生活雑

排水で農作物が汚染されるということも少ないのではないかと思われま

す。ただ、集団的農地の外れにもありますので、周辺農地の所有者との調

整を十分に行って転用してもらいたいと思っております。 

 以上です。 

【議  長】  説明が終わりました。それでは、質疑のある方。 

【19番委員】  今、事務局のほうで説明があったのですが、ガレージについては軽ト

ラック等を置いて、耕耘機を置いて、普通乗用車は外へ置くと言われたの

でしたか。 

【主  事】  申請者からの聞き取りでは、19番委員がおっしゃったとおりの使い方

をされるということで聞いております。 

【19番委員】  ただ、収穫したもの等の収納にガレージを使うとなると、倉庫扱いに

なって、延べ床面積に算入されることになるので、これはガレージであれ

ば床面積の規定からは除外されるのですが、ここが倉庫等の扱いになりま

すと違ってくるので、市街化調整区域の５０の１００という、１００の延

べ床面積の■■■平米をオーバーすることになるかと思うので、くれぐれ

もガレージ以外での倉庫等での使用は避けるということの念を押していた

だければと思います。 

【主  事】  かしこまりました、申請者に伝えるようにいたします。 

【議  長】  19番委員、よろしいですか。 

【19番委員】  はい。 

【議  長】  ほかにございませんか。 
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【４番委員】  ちょっと確認なんですけれども、周囲の側壁というか、隣地との境界

の側壁の高さはどのぐらいあるんですかね。100ミリぐらいあるのかな。 

【主  事】  申請地の計画高よりも頭が１０センチ出るように計画がされていま

す。 

【議  長】  よろしいですか。 

【４番委員】  はい、わかりました。 

【議  長】  ほかにございませんか。 

          （「なし」の声あり） 

【議  長】  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ので、それでは、受付番号４についての採決をと

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】  挙手全員ですので、受付番号４につい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３３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、申請地は、門沢橋■■■■■■■■、登記簿地目、田、

■■■平米です。現況は、市街化調整区域の畑です。転用者は、門沢橋■

■■■■■■■■■■、■■■■、土地所有者は、門沢橋■■■■■■■

■■■■、■■■■■、転用の目的は、店舗、権利の種類は、使用賃借権

の設定です。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、造成計画の平面図及び断面

図、建物の平面図及び立面図、仕様書をお配りしております。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。13番委員。 

【13番委員】  業者の説明を聞きますと、店舗については文房具店を営みたいというこ

とでございます。また、資料４－１に写真で載っておりますけれども、現

地のすぐ北側は門沢橋小学校、また、西側には数軒家が建って、有馬図書



11

館、門沢橋コミセンというようなところでございます。店舗の文房具店に

ついては、今、近くに、デイツーとか、そういったところで文房具店もあ

りますけれども、経営の中身については十二分、文房具店で経営が可能だ

というようなことは業者から聞いております。地域としては別に支障がな

いと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは事務局、補足説明を。 

【主  事】  転用者である■■■■さんが奥さんの■■■■■さんの土地を借りて

文房具店を建てるため農地転用をしたいという申請です。■■さんは、現

在、経営主というわけではなく、現在は会社勤めをしているそうですが、

別に収入源が必要と考え、個人事業主として門沢橋小学校及び有馬図書館

が目の前にあって、集客に恵まれたこちらの土地で文房具店を新規に開業

することとしたとのことです。１２月末までに建物の工事が完了し、平成

２９年の１月から開業する計画だと聞いております。 

 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

は申請地からおおむね３００メートル以内にＪＲ門沢橋駅が存することか

ら判断されます。申請地からＪＲ門沢橋駅までの距離はおよそ１９０メー

トルです。第３種農地は、農地転用が原則許可となる立地区分です。 

 続きまして、土地利用計画です。資料４－２をご覧ください。申請地を

切土し、整地、転圧をして砂利で舗装し、建築面積81.15平米の２階建て

の店舗を建築するという計画です。図面では上が北側になります。東側、

図面で言うと右側から人及び車の出入りが計画されており、東側を除く３

方向にコンクリートブロック土留めを設置する計画です。敷地内には浸透

桝を設置し、敷地の南側のほうには商品の搬入のためのトラックや来客用

の駐車スペースとして７台分ほどの駐車を想定し、面積を確保していると

のことです。 

 続きまして造成計画です。資料４－３の平面図をご覧ください。こちら

の図面の真ん中に丸と直線で囲まれた表記がありますが、こちらの中にＦ

Ｈ10.20とあります。こちらが計画高となります。現況を見ますと10.22で

すとか10.23、10.34など計画高より２センチから、場所によって１５セン
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チほど高くなっており、切土して高さを10.20にそろえる計画となってお

ります。 

 資料４－４をご覧ください。断面図です。断面図上側の①－①というも

のが申請地を南北に切ったもの、下側のＡ－Ａというものが東西に切った

断面図になります。上側①－①の図面の左側、申請地の北側になります

が、こちらは道路と隣接しており、現在２５センチほど高低差があるよう

な場所ですが、コンクリートブロックを２段設置する計画です。また、右

側のほう、敷地で言うと南側のほうには畑が残りまして、畑のほうが敷地

としては高くなりますが、境界は頭が２０センチほど出るように、高低差

に応じてコンクリートブロックの土留めを設置すると聞いております。 

 また、下の図面Ａ－Ａの断面図ですが、こちらの左側が申請地の西側に

なります。西側のほうは宅地と隣接しておりまして、既に隣地には住宅が

建っていますが、隣地との境に既存のコンクリートブロック擁壁もござい

ます。しかし、こちらの申請地の内側にも新しくコンクリートブロックの

塀を１段設置するという計画になっております。また、東側は先ほど申し

上げましたとおり道路と隣接していて、人や車の出入りがあるということ

から、申請地から敷地のほうに向かって５メートルかけて約３０センチ上

がるようなスロープにする計画となっております。これらによりまして土

砂の流出や崩壊などが防止されます。 

 続きまして、雨水や汚水の排水計画についてです。資料は４－２に戻っ

ていただきまして、ご覧ください。雨水は申請地の全面を砂利で舗装しま

して、敷地内にさらに浸透桝を設置するということで宅地内浸透処理をす

る計画となっております。また、汚水は東側道路に公共の下水管が通って

おりまして、そちらに接続して処理する計画だということです。 

 お配りしました資料は、ほかに資料４－５、４－６に建物の平面図がご

ざいます。４－５が１階の部分の平面図になります。４－６が２階の部分

になりまして、店舗として建築を計画しているということです。また、４

－７に立面図がございます。また資料の４－８が仕様書になっております

ので、参考にこちらもご覧いただければと思います。 

 また、店舗建築に伴い、こちらの案件は都市計画法に基づく開発の許可
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が必要となりますが、所管する厚木土木事務所東部センターとの事前相談

及び都市計画法第３２条に基づく市との協議はもう既に締結をしており、

都市計画法第２９条に基づく許可申請を厚木土木事務所の東部センターに

提出する段階にあるということを確認しております。 

 農地法と都市計画法それぞれの許可が必要になりますが、タイミングと

しては同日に許可がおりるという仕組みになっており、都市計画法のほう

の手続も進んでいるということを確認しております。 

 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】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。16番委員。 

【16番委員】  現地は里芋、モロヘイヤ、ブロッコリーなどが作付されておりました。

ただし、多少雑草も繁茂しておりました。申請地南側には少し自分の所有

する農地が残りますけれども、それ以外にはこの土地に直接接する農地は

なく、転用に伴って周辺農地への悪影響もないと思われます。また、市街

化調整区域とはいえ、周辺の市街化が進んでいて、周辺には家が建ってお

りますので、転用やむなしと思われました。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、受付番号８について質疑ある方。 

          （「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ので、それでは採決をさせていただきます。 

 受付番号８について承認と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。 

 続きまして、受付番号９について、事務局から提案説明をお願いいたし

ます。 

【主  事】  受付番号９、申請地は、河原口■■■■■■■■、登記簿地目、田、面
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積■■■平米のうち■■■■■■平米。譲受人は、綾瀬市早川■■■■■

■、■■■■、譲渡人は、綾瀬市早川■■■■■■、■■■■、転用の目

的は、自己住宅（農家分家）です。現地の案内図は、資料５－１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

用計画図の平面図、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】  地区委員の意見をお伺いいたします。４番委員。 

【４番委員】  場所は、県道４６号線の相模原茅ヶ崎線と県道４０号線の横浜厚木線

が交差するちょうど西側になりますけれども、県道４６号線側のほうの拡

幅による収用があり、その収用される奥側の調整区域でございます。所有

者は綾瀬市在住の■■さんですが、お子さんの農家分家ということだそう

です。現在よく耕作されていますけれども、面積の半分を転用し、残りは

農地として残すそうです。また、周囲は隣接所有者のブロック及びフェン

スで囲まれ、また、別途ブロック１段積みで囲いを行い、専用通路、転用

部分と農地との区分もブロック１段積みで行うそうです。また、雨水処理

等も自然浸透させる専用の桝を設けて処理を行います。なお、■■さんは

ちょっと綾瀬市農業委員会から是正指導を一部受けているものですので、

また同時にこちらのほうも進めているということです。 

 以上です。 

【議  長】  それでは事務局、補足説明。 

【主  事】  綾瀬市の農家世帯員である■■さんが分家住宅を建てたいという申請

です。まず、申請地の立地の基準を確認したいと思います。資料５－１の

左下の図をご覧ください。左下の図で薄く色がついているところが市街化

区域です。申請地は斜線で示してあるところです。申請地の立地区分は市

街化区域から申請地までに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、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区分です。 

 次に、資料５－２をご覧ください。土地利用計画ですが、敷地全体を転

圧した後、１０センチから２０センチの盛り土をし、敷地北東側に建築面
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積45.12平米の木造２階建て戸建て住宅を建築する計画です。おおよそ２

メーター幅の入り口通路部分は砂利敷きとし、住宅の南東側、砂利敷きの

通路からすぐ入ったところには、コンクリ敷きの駐車スペースが配置され

ています。敷地の周囲、境界内側部分には、全て新しくコンクリートブロ

ックを１段、場所によっては３段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、このコンクリートブロック１段積みによって、転用さ

れ宅地となるところと残す農地は区切られる計画です。 

 資料５－３の断面図をご覧ください。少し小さくて恐縮なんですけれど

も、Ｂ断面が東西に切った断面で、下側のほうでございます。その右側の

ほう、隣地となっているところが畑として残るところで、そこと計画され

ている土地との高低差はほぼないというところです。 

 それ以外の北側、南側、西側よりは基本的に低くなる計画だそうです。

既に隣地に設置されている土留めと今回設置されるコンクリートブロック

積みにより、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

ェンスは新しく設置しないという計画だそうです。 

 資料５－２をもう一度ご覧いただきたいと思います。先ほど地区委員の

４番委員からもご説明がございましたけれども、ここの敷地への出入りに

ついてですが、図では東側の県道に申請地が接していないようにも見えま

すが、実は申請地東側の図でシート敷と小さく書いてあるところについて

は県道の拡幅予定地で、既に神奈川県により道路用地として買収されたと

ころだそうです。 

 この部分については、供用開始前ではありますが、許可申請の審査上、

道路と同じ扱いをする旨、厚木土木事務所東部センターに確認をし、聞い

ております。 

 また、この図の敷地中央部分、転用する敷地の中央部分には、雨水浸透

管を設置することとしており、これにより雨水排水は敷地内浸透処理され

るそうです。 

 汚水については、平面図の左のほう、西のほうですが、高度処理型合併

処理槽により処理され、浸透槽で宅地内浸透処理をする計画です。 

 資料の５－５と５－６には建物の平面図と立面図を添付しています。 
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 転用が不確実とされる要因は確認できず、隣接する農地や周囲の土地へ

の被害防除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】  補足説明が終わりました。 

 それでは、現地調査班長の意見をお伺いいたします。16番委員。 

【16番委員】  現地は、作付はされておりませんでしたけれども、耕耘された跡があ

り、これまで農地として農作物の作付が行われてきたということが推測さ

れる状況でした。隣地に本件の農地が残りますけれども、これは東側であ

り、北側がローソンの駐車場ということで、転用による周辺農地への日照

も影響ないことから、転用やむなしと思われました。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、補足を事務局、お願いいたします。 

【主  事】  再補足させていただきます。先ほど４番委員から情報がありました、

この申請者のところでは農地法の違反をやっていて、綾瀬市と調整中だと

いう情報についてでございますけれども、昨日、綾瀬市農業委員会事務局

に改めて問い合わせしたところ、そのところは解消されたので、現時点で

は農地法違反状態はないということを聞いております。報告をさせていた

だきます。 

【議  長】  補足説明でございました。 

 それでは、説明のほうは終わりましたので、質疑のある方。 

【４番委員】  ちょっと後から気がついたのですが、専用通路のところで、ブロック

１段積みというふうになっていますけれども、資料５－３、４を見ますと

ブロックの高さがちょっと不明確なんですよね。１０センチ以上ないとま

ずいこともありますので、隣接農地へ砂利等が飛んだりしますので、その

防御策もちょっと必要かと思います。 

 以上です。 

【議  長】  必要であるということは、してくれということですか。 

【４番委員】  したほうがいいかなと思います。今は実際に、資料５－３を見ます

と、高さがほとんどないんですよね。せいぜい、一番高いところで３５ミ

リ、畑側はもうゼロですので、専用通路側のほうもちょっとゼロになって



17

いますので、資料５－４を見ても、図面上で見ますと、ちょうど上のブロ

ックの上端と、一体のような図面になっていますので、確認のためにちょ

っと低くしたほうがよろしいのではないかということです。 

【議  長】  では、これは事務局で申し入れをしていただけるのかな。 

【主  事】  専用通路部分の南側の畑との境のところは、特にブロックの頭を出し

て被害防除を図ったほうがよいということでよろしいですか。 

【４番委員】  はい、そうです。 

【主  事】  承知いたしました。先ほどのご発言では１０センチぐらいは頭を出し

てほしいというようなことだったと思いますので、これくらいを目安に伝

えるという考えでもよろしいでしょうか。 

【４番委員】  はい、よろしいと思います。 

【議  長】  では、そのように、事務局、お願いいたします。 

 ２番委員、手を挙げていましたね。 

【２番委員】  ちょっと参考に教えてください。この方は綾瀬市の方ですよね。それ

で、この方は綾瀬市のほうに土地とかはどのくらいお持ちなのですか。こ

こでなければいけないという何かあるのですか。 

【主  事】  綾瀬市のほうにも農地はお持ちなんだそうですけれども、農地法で言う

と、こちらの土地が第３種農地というところでございまして、所有地のう

ちでこの土地以上の適地は農地法上はないとのことです。農地をどこか手

放さなければいけないというときには、まず第３種農地からという、一番

やむを得ない立地区分の土地でございますので、ここを選ばれたというと

ころです。農地でないところで、例えば市街化区域内で適地がないか、と

いうような部分については、これは開発の許可もかかるので、県の厚木土

木事務所東部センターでも確認をされているということは聞いています。 

【２番委員】  わかりました。 

【議  長】  よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

          （「なし」の声あり） 

【議  長】  では、意見のある方。 

          （「なし」の声あり） 
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【議  長】  それでは、意見もないようですので、受付番号９について採決をさせ

ていただきます。受付番号９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。よって、受付番号９について承認とさせてい

ただきます。 

 次に、議案書９ページ、日程第４、議案第３４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１１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へ提出する際に必要な

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１１、被相続人は、大谷■■■■■■、■■■、相続人は、大

谷北■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は、平

成２５年１１月２８日から平成２８年７月２６日までです。特例適用農地

等の明細ですが、大谷南■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、

畑、市街化調整区域、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。全て

市街化調整区域内の畑で、合計■■■■平米です。事務局で７月１３日に

現地確認をしました。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】  意見もないようですので、受付番号１１について承認とする方の挙手

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、受付番号１１について承認とさせて

いただきます。 



19

 次に、議案書１０ページ、日程第５、議案第３５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４について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

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

に引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署へ提出する際に必

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

を特定貸し付けしてきたかという部分を農業委員会が証明します。今回の

場合で言う特定貸し付けは、農用地利用集積計画作成による貸し付けで

す。 

 受付番号４、被相続人は、大谷■■■■■■、■■■、相続人は、大谷

北■■■■■■■■、■■■■、引き続き特定貸し付けを行っている期間

は、平成２５年１１月２８日から平成２８年７月２６日までです。特例適

用農地の明細ですが、大谷字■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、

田、市街化調整区域、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。全て

市街化調整区域、農振農用地区域内の畑で、合計■■■■平米です。事務

局で７月１３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】  意見もないようですので、採決をさせていただきますが、受付番号４

について承認と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、受付番号４について承認とさせてい

ただきます。 

 次に、議案書１１ページ、日程第６、議案第３６号 農地法第１８条第

６項の規定による通知書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】  農地の権利を設定、移転するときには、原則として農地法第３条に基づ

き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になっています

が、農地の賃貸借の解除をするとき、解約の申し入れをするとき、合意に

よる解約をするとき、賃貸借の更新をしない旨の通知をするときには、都

道府県知事の許可を受けなければならないと定められています。これが農

地法第１８条の規定です。しかし、これには例外があり、農地の賃貸借の

合意による解約が、その解約によって農地を引き渡すこととなる期限前６

カ月以内に成立した合意で、その旨が書面で明らかなものに限っては、許

可がなくても成立することとなっています。このときには、農業委員会に

その旨を通知しなければならないと定められており、それを定めているの

が農地法第１８条第６項です。農地法第１８条第６項の規定に基づき、農

地の賃貸借の当事者について合意解約が行われた旨の通知がありましたの

で、報告いたします。 

 議案書１１ページをご覧ください。受付番号１、届出地は、中新田■■

■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、田、■■■■平米、貸し人は、河

原口■■■■■■■■■、■■■、借り人は、中新田■■■■■■■■

■、■■■■、昭和初期よりの賃貸借の合意解約です。なお、この貸し借

りについては小作台帳に記載がありました。合意により解約をした日は平

成２８年６月１１日、土地の引き渡しを行った日は平成２８年６月１９日

です。現在は既に貸し人に農地が返っています。なお、事務局で７月１５

日で現地確認を行いました。現地は市街化調整区域の農地でした。特に問

題はないものと思われます。 

 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、受付番号１について採決をとらせ

ていただきます。 

 受付番号１について承認の方の挙手を求めます。 
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          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号１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７、議案第３７号 平成２９年度市農

業施策及び予算に関する意見（案）についてを議題といたします。 

 ７月１２日に農政小委員会が開催されました。平成２９年度市農業施策

及び予算に関する意見について検討されましたので、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】  ７月１２日、平成２８年度第３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。資料のとおり平成２９年度市農業施策及び予算に関す

る意見（案）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お願いいたします。 

【議  長】  それでは、説明を事務局からお願いいたします。 

【事務局長】  それでは、お配りした別冊の資料６をご覧いただきたいと思います。

まず、平成２９年度市農業施策及び予算に関する意見（案）についてでご

ざいます。今ありましたとおり、７月１２日の農政小委員会で審議してい

ただきました。 

 昨年度、当時は市長への建議という形でございましたけれども、そのと

きに７項目を市長部局のほうに提出をしております。その回答があります

ので、その昨年のものについて確認等をいたしまして、さらに１名の委員

から新しい意見、要望等もいただいてございますので、それを含めた中

で、継続して要望したほうがよいのかどうか、昨年のものについては現状

はどうなっているのか、その辺りを検討しながら、新しい部分も含めて審

議をしていただきました。 

 審議結果につきましては、資料６にありますとおり、めくっていただき

ますと、１から６まで６項目につきまして取りまとめをさせていただいて

おります。 

 まず１枚めくっていただきまして、１つ目です。生産緑地制度の円滑な

運用のための協力・連携についてということで、これは昨年度も生産緑地

の維持管理についてということで提出していたものを一部変更した内容で
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す。こちらにつきましては、昨年、市長部局のほうでも生産緑地の部分に

ついては、担当は都市計画課でございますけれども、現地調査をする必要

性を認識し、都市計画課の職員も農業委員会の農地パトロールに同行した

ということがありました。 

 その後、都市計画課につきましては、独自に、市内の生産緑地全てを昨

年度中に、合計で２０６カ所あるそうですけれども、そこを調査したとい

うことです。調査結果もいただいております。そういった経過もございま

すので、今後とも都市における農地等の適正な保全のために、市長部局と

農業委員会との相互協力・連携体制をより一層強めていきたいということ

で、継続で要望をするという内容です。 

 続いて２点目です。若干変更はございますけれども、こちらも昨年から

の継続の項目です。海老名市の都市農業振興施策の進め方ということで、

昨年度は、都市農業に対する海老名市の取り組みについてどうなっている

のですかというような内容で建議をしております。ちょうど昨年、平成２

７年の４月に都市農業振興基本法が制定されております。 

 海老名市におきましても新農業振興プランについて策定が行われている

ところで、今年の６月ですか、農業委員会からも意見を出しているところ

でございます。新農業振興プランについては平成２８年度から３２年度の

５年間の計画ということで制定がされております。その中で、各種都市農

業振興施策を行うことを制定はしているのですけれども、適宜その進捗状

況を農業者ですとか市民に、どういう状況なのか報告して、それに対して

改善することがあれば改善するような見直しが必要ではないかということ

で、ＰＤＣＡサイクル等を取り入れて、より施策が望ましい方向に進める

ように要望したらどうかということで、これが２点目でございます。 

 右側のページで３点目です。有害鳥獣被害対策の継続と施策の市民への

周知ということで、こちらも昨年建議という形で提出をしております。カ

ラスやムクドリ、ハクビシン、アライグマ等の農産物への被害は本市の農

業においても大きな課題になっております。市でもいろいろ対策をとって

おりますので、その辺りの対策の周知ですとか、それについてもより一層

してほしいということと、あわせて、樹木の関係で枝葉等が繁茂してい
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る、また手が入っていない樹木等により、鳥等による食害が近接の田畑に

起きているというようなこともありますので、樹木の所有者に対して剪

定、管理をするよう、あわせて啓発をお願いしたいという内容です。 

 ４点目は、こちらも継続になります。昨年は農用地等の苦情・トラブル

についてというタイトルでしたけれども、生産組合による耕作のルールや

マナーの啓発の働きかけについてということで、こちらにつきましては生

産組合のほうから耕作者、土地所有者に対して働きかけをしていただきた

いということを要望するものでございます。 

 最後のページになります。上の５番目です。農業用水路の改修というこ

とで、こちらも継続でございます。こちらは中新田地区内の農業用水の関

係で、田植えの時期になっても水が来ない状況がある、構造上の状況でご

ざいますけれども、これにつきましても対策を講じて営農条件の改善を図

っていただきたいということで継続して要望をしてまいりたいと考えてお

ります。 

 最後、６点目です。こちらは新規になります。農業経営の近代化への補

助施策について。市では、先ほどありました新農業振興プラン等でも新た

な施策等が打ち出されておりますけれども、そういった農業経営の効率を

高めるための施策等について先進技術の情報等を十分農業者にお知らせす

る、浸透するということと、あと、そういったものに対して農業者を対象

に勉強会ですとか講習会等を開催して、市の支援施策ですとか先進技術の

情報提供を幅広く行って、各農家が改めて農業経営の検討をする機会を創

出していただくよう、そういったことを要望したらどうかという内容で

す。 

 ６点について話し合いがされて、こういった形で案ということで定例総

会に提出をさせていただいております。 

 以上でございます。 

【議  長】  説明が終わりました。この件につきまして質疑のある方。質疑ありま

せんか。 

【13番委員】  ちょっと教えていただきたいのですけれども、要望の４番の中に耕作者

のルールというのがありますけれども、具体的には、事務局で一例、二例
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あったら、どんなものか教えていただければなと思うんですけれども。 

【事務局長】  市内の方で、耕作等をされている方で、例えばご自分の地区以外のと

ころを耕作するような場合、その地区ごとにいろいろルール等があるよう

でございまして、そのルールを守ってやっていただきたいというようなこ

とです。例えば、畔を機械で乗り越えて耕作したときには、またもとどお

り戻していただくとか、そういったことが若干守られていないような方が

いられるというふうなお話も聞いております。 

【13番委員】  よくわかりました。前からよく言われる入り作とか、そういう言葉の、

市外から耕作をされているような人のマナーが余りよくないというような

意見をまとめられたということですね。わかりました。ありがとうござい

ます。 

【議  長】  ほかに。 

          （「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】  意見もないようでございますので、平成２９年度市農業施策及び予算

に関する意見について、この案につきまし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、ただいまの案件は承認とさせていた

だきます。 

 次に、議案書１３ページ、１４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１９から２１の３件と、農地法第５条の受付番

号１８から２０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】  まず初めに、議案書の訂正がございます。申しわけありません。議案

書１３ページの一番上なんですが、現在事前に送らせていただいた議案書

のほうでは、（１）農地転用届出による専決処分についてというふうに一
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番上に記載があると思います。さらにその上に、次第にも記載されている

とおり大きい項目として、６．そのほか、法に基づく許認可等の審議によ

らない案件という項目がこちらの１３ページの一番頭に入る予定でござい

ました。そちらが抜けてしまっておりました。申しわけございませんでし

た。 

 それでは、説明させていただきます。 

 農地を転用する場合、転用目的で権利を設定、移転する場合には、原則

として県知事または農林水産大臣の許可を受けなければならない旨が規定

されていますが、市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て

転用する場合には許可を要しないこととなっております。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１３ページです。農地法第４条第１項第７号の規定による届け出

です。届出期間につきましては平成２８年６月１日から６月３０日までの

間に届け出がされたものです。受付番号１９から２１までの３件で、畑、

３２６平米です。 

 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号の規定による届け出です。届出期間につきましては同じく平成２８年

６月１日から６月３０日までの間に届け出がされたものです。受付番号１

８から２０までの３件で、こちらも同じく畑、1,421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】  今、事務局から説明がございました。質疑のある方。 

          （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑ございませんか。ないようでしたら、受付番号１９、２０、２

１、そして農地法第５条第１項第６号の規定による転用についての受付番

号１８、１９、２０一括で承認を求めますが、この一括承認を承認とされ

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１５ページから１７ページでございます。（２）農地法第
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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

は７、８、９についてであります。関連がありますので、一括して事務局

から提案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１５ページをご覧ください。受付番号７は、本郷の■■■さんの

死亡による相続です。受付番号７、権利を取得した者は、本郷■■■■

■、■■■■■、権利を取得した日は、平成２７年９月１３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１筆、議案書のとおりです。 

 続きまして、議案書１６ページをお開きください。受付番号８も、同じ

く本郷の■■■さんの死亡による相続です。受付番号８、権利を取得した

者は、本郷■■■■■、■■■■、権利を取得した日は、平成２７年９月

１３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７筆、議案書のとおり

です。 

 続きまして、議案書１７ページです。受付番号９も、同じく本郷の■■

■さんの死亡による相続です。受付番号９、権利を取得した者は、河原口

■■■■■■■の■■■■、■■■■、権利を取得した日は、平成２７年

９月１３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７筆、議案書のとお

りです。 

 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） 
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【議  長】  質疑がないようでございますので、農地法第３条の３第１項の規定に

よる届出についての受付番号７、８、９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。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。 

 傍聴人の方に申し上げますが、以上で本日の定例会の案件は終了いたし

ましたので、傍聴者の方は退室をお願い申し上げます。ありがとうござい

ました。 

 次に、７．その他についてですが、委員の皆様から何かございますか。 

【13番委員】  これは要望なんですけれども、ここにも載っておりますけれども、申請

書の提出というのかな、許可申請書を出す前に、よく地区の農業委員の署

名、押印が欲しいということで、地区に、私のところに見えられるので

す。それは当然、要するに、委員ですから、署名、押印はするわけですけ

れども、不動産屋さんとか、そういう方が多いと思うのですけれども、事

務局として全部の項目を埋めてから委員さんのところに署名、押印をもら

いにいってくれよと、その辺のところを指導してほしいなと思います。 

 前回見えられた方は、申請者の名前も記入されていないような書類でご

ざいました。 

 いずれにしても、そういった方がおられたら、事務局として、要するに

地区の委員のところに行くのであれば、ちゃんと申請者のお名前、押印、

全て記載してから、地区担当委員に印鑑をもらいに行きなさいよとご指導

をしていただければなと思います。 

 以上でございます。要望でございます、お願いでございます。 

【議  長】  その件ですが、手順としては、最初に事務局へ来ているのですか。 

【主  事】  来ています。 

【議  長】  書類上、事務局ではそのチェックをしていて、その後、今言った13番

委員のように地区委員のところに行っている、そういう手順ですか。 

【主  事】  基本的に許可申請ですとか、農地法第３条でしたり、第４条、第５条

の許可申請のときには、業者には地区担当の委員さんのところにご説明に
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行かせまして、署名、押印をいただくようにということで指導はしており

ますが、基本的には、その事前の段階で、書類ですとか申請書の中身です

とか、そういったものはすべてそろった段階で、そこまで事務局のほうで

も確認をいたしましてから、行くようにという指導を行っております。 

 そういった申請書類ですとか、そういったものに不備が多いものに関し

て、基本的には地区担当の委員さんのところにご説明に行くということは

ご案内をしてはいないのですが、足りない部分もあったのかもしれないの

で、申しわけないのですけれども、そういった形で、きちんと書類などが

全部そろってから行くようにということを改めて業者などには案内をする

ようにいたします。 

 許可申請ですとか、新しい許可を受けるための申請というのは、そうい

った形で書類などが全部そろっていることを確認してから地区担当の委員

に説明するようにという形で案内をしているのですが、もしかしたら工事

の完了の報告というものもございまして、工事完了報告は、事務局に提出

する前には、地区担当委員の方に、工事完了の報告をまず先にしていただ

いて、それから事務局のほうに書類を持ってくるようにという案内を最初

の段階でしておりますので、そういった関係から、先に委員のほうに行っ

てしまったのかもしれないです。 

 以上でございます。 

【13番委員】  今、説明で、今後よく指導してくださるということで、わかりました。

私ごとで、きのうですか、見えられたときに、大変申しわけないのですけ

れども、業者さんに突き返してしまったんですよ。申請書に名前も何も書

いていないのに、地区の委員の私のほうで署名押印をするわけにいかない

んですよ。ですから、その辺のところを、まあ、非常にしつこいようで申

しわけないのですけれども、ご指導していただければなと、意見としてお

願いでございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局、地区委員の人が納得しなければ、言葉は悪いですけれども、

突き返したっていいのでしょう。要は書類が整っていませんから、言葉を

やわらかく言えば、すみませんが、今は判こを押せませんという意味です
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けれどもね。 

【事務局長】  今、そういったご要望をいただきましたので、窓口で、こちらでも対

応する際には、改めて業者のほうにそういった指導をいたしますので、今

後ともよろしくお願いしたいと思います。 

【議  長】  13番委員、いいですか。 

【13番委員】  わかりました。よろしくお願いいたします。 

【議  長】  ほかにございますか。 

【２番委員】  今回ちょっと２件ばかりですか、他市の方が転用とか、市街化調整区

域へ住宅を建てるとかということで案件がありました。その場合に、ちょ

っと情報として、我々農業委員でも、結局その家の細かい資産状況、農地

の状況、ほかに候補地があるのではないかというような情報がないんです

よね。それで説明に来られて、まあ、調整区域内に家を建てたいという情

報だけで、説明は聞きましたという、私はそういうことで判こを押してい

るだけで、私の場合は、了解しましたという判こではないのです。あくま

でも説明を聞きましたと。そして、了解については、この会議の総会で決

断を下されますから、私はその説明を受けましたという判こで、そういう

ことを私は事務局から聞いているのですが、その辺がちょっと、今のこと

は、書類が不備な場合は返しても、それは当然そうでもいいのですけれど

も、ちょっとその辺のニュアンスがどうなのでしょうかと。事務局のほう

で、どうですか。 

【事務局長】  申請で業者が委員さんのお宅に伺った場合、今、２番委員からありま

したとおり、あくまでも説明を聞きましたという署名押印でございます。

最終の許可、不許可の判断については総会の場で議論いただいて、市農業

委員会として決定しますので、委員の皆様のところには、説明を受けたと

いうご認識でいただければと思います。その説明に来るときに必要事項が

全然書いていないとか、さっき13番委員からもありましたとおり、名前も

書いていないとか、そういったものは、やはり聞く段階で不十分ですの

で、その辺はこちらで指導いたしますので。 

【議  長】  ほかにございますか、２番委員は、よろしいですか。 

【加藤晃委員】  はい。 
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【議  長】  委員の方ではございませんか。 

          （「なし」の声あり） 

【議  長】  なければ、事務局のほう、何かございますか、ありませんか。 

【事務局長】  特にありません。 

【議  長】  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。天気予報によりますと、あ

と少ししたら梅雨が明けるということで、これから暑い夏になりますの

で、皆さん、体を十分滋養されて１年を乗り切っていただきたいと思いま

す。どうもありがとうございました。 

（終了 午後３時００分） 


