
平成２８年第８回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２８年８月２４日

                           １３時３０分～１４時３５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８回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２８年８月２４日「平成２８年第８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38号 農地法第５条の規定による許可申請について 

審議事項は次のとおりである。 

⑴  非農地証明書の証明願いによる専決処分について 

⑵  生産緑地の斡旋について 

⑶  農地転用届出による専決処分について 

⑷  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

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項の規定により議事録署

名人を指名させていただきますが、ご異議ございませんか。 



 2

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、２番委員、３番委員を指名させていただ

きます。 

        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】  それでは、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。 

 本日、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。 

 それでは、会議を進めたいと思います。 

 これより５の付議事項に入らせていただきます。 

 議案書６ページ、日程第１、議案第３８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１０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、農地を転用する目的で権利を設定、移転する場合に

は、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。 

 受付番号１０、申請地は、本郷字■■■■■■■■、登記簿地目、

畑、■■■平米、ほか２筆、議案書のとおりで、合計、■■■■平米で

す。現況は、市街化調整区域の畑です。転用者は、座間市栗原中央■■

■■■■■■、■■■■■■■■、代表取締役■■■■、土地所有者
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は、本郷■■■■■■■■、■■■■、転用の目的は、農地造成、土の

入れかえのための一時転用です。期間は、平成２８年１０月１日から平

成２９年３月３１日までを計画しています。工事期間に設定する権利の

種類は、使用貸借権です。現地の案内図は、資料１－１です。資料は、

案内図のほかに、現地の写真、農地造成計画の平面図、断面図をお配り

しています。 

 以上でございます。 

【議  長】  続きまして、地区担当委員の意見をお聞きいたします。20番委員、お願

いいたします。 

【20番委員】  今回の受付番号１０の本郷字■■の件なのですけれども、一時転用に関

して問題になるのは、周辺農地に支障が出ないかということだと思いま

す。この畑の西側に畑があるのですけれども、そちらは耕しているだけ

で、特に作物をつくっていることもなく、また、農道が１メートルほど

ありますので、一時転用に関しては問題がないかと思います。あと、北

側にも畑があるのですが、柿畑で、境に木が植わっていて、それに関し

ても特に支障は出ないかと思います。それで、特に問題ないと思いま

す。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  地権者の■■さんが所有し、耕作をしている畑の営農条件を改善するた

めに土の入れかえをしたいという申請です。土の入れかえの目的は、２

つ聞いておりまして、１つは、害虫駆除とのことです。また、目的のも

う１つは、現況、若干勾配のあるこの畑の勾配をなくし、使い勝手をよ

くしたいとのことです。この申請目的は、農地造成であり、農地を農地

でなくするものではないのですが、規模が大きく、耕作の中断期間が長

いため、一時転用という形をとらせているものです。また、この申請

は、農地の改良工事を行おうとする農地の所有者の発意による一時転用

であり、農家が計画の主体となるもので、転用者は工事施工者という立

場です。実際には農地法第４条の自分の土地を自分で一時転用するとい

う性質を持つものですが、土砂の不法な投棄を防止する観点から、神奈
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川県では農地法第５条の許可申請をさせることにより、工事施工者を申

請人として転用事業にかかる法的責任を負わせています。 

 許可基準のうち、立地基準を確認いただきたいと思います。営農条件

改善、農地造成のための一時転用は、どの立地区分でも可能ですが、本

申請地の立地区分は、資料１－１の左下に記載があるとおり、市街化区

域から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１－２と１－３をご覧いただきたいと思います。造成計画

ですが、申請地をおよそ３メートル切り土し、表面に近いおよそ２メー

トル分の土は搬出します。深いところにあった１メートル分の土は、寄

せておきます。そこへおよそ２から2.5メートル分の土を客土し、寄せて

あった１メートル分の土をかぶせるような計画です。 

 資料１－２の土地利用計画図の平面図のほうをご覧いただきたいので

すが、切り土は、申請地と隣接地との境界から５０センチ下がった内側

で行うこととしています。搬出する上層の２メートル分の土は、主に黒

土で、搬出先は相模原市新磯野のストックヤードだそうです。切り土す

る下層の１メートル分の土は、主に赤土だそうです。客土する土は、座

間市ひばりが丘の建設工事から出るもので、第３種建設発生土という区

分の土だそうです。地質分析結果が申請書に添付されておりましたが、

環境省の告示に基づく２８種類の金属や化合物の検出測定値は、全て定

量下限値以下となっていました。土は、１０トン車で運ぶ計画と聞いて

います。 

 資料１－３の断面図をご覧いただきたいと思います。３メートルの深

さで切り土をして、上のほうの２メートル分は搬出します。下層の１メ

ートル分の土は、寄せておきます。そこへ２メートルの高さ分は客土し

ます。表土１メートル程度は、下層で切り土して寄せてあった赤土をか

ぶせて、最終的には整地して畑になるという計画です。また、現況は、

この畑は、東側に向かって若干下がっていますが、使い勝手をよくする

ため、西側の道路面と同じ高さに全体を合わせたいとのことです。これ
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により、東側のほうは、一部整地面の高さが現況よりも高くなります。

隣地との高低差が大きいところへは、単管パイプと鋼板による土留めを

する計画です。土留めを設置する部分は、資料１－２の平面図に示され

ています。オレンジ色の文字で土留鋼板設置と書いてあるところが、そ

の土留めを設置する区間です。それ以外の部分では、高低差はのり面に

より処理されます。工事期間中は、単管パイプとトラロープで柵を設置

し、転落等の防止を図ります。また、土の搬出入時には交通整理員を配

置し、道路の清掃も行うとのことです。工事のお知らせ文書を作成し、

近隣住民へ配布するそうです。さらに、この計画は、農地法の許可と同

時に、神奈川県土砂の適正処理に関する条例の許可をあわせて受けなけ

ればならない案件ですが、現在、同時進行で手続を行っていると聞いて

います。土砂条例の審査では、現時点で特に不許可とされる要因はない

そうです。 

 平成２９年３月末までに農地造成工事を完成させた後には、コマツナ

やホウレンソウ、ネギ、タマネギなどを作付けするという営農計画書も

提出されています。 

 一時転用が不確実とされる要因は確認できず、一時転用期間中の隣接

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】  事務局の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。７番委員、お願いします。 

【７番委員】  昨日、現地を確認したところ、現地は畑として利用されていました。

今、事務局からの説明のとおり、害虫駆除のため農地造成し、広い畑と

して利用していくそうです。工事中、周囲は防護柵を設置するので、問

題はないかと思われます。ただ、懸念されるのが、今、事務局から説明

がありましたように、３メートル掘削するということでしたので、その

３メートルの中に、埋め戻しの際、がらなどを入れないようにしていた

だきたいと思います。また、安全面にも最大限の配慮をしてほしいと思

っております。 
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 最後になりますけれども、地元の農地利用最適化推進委員の20番委員

に現地をよく確認していただきたいと思っております。確認というの

は、３メートル掘った部分に、がらだとか、ほかのものをどんどん入れ

られて、またもとに戻されると、農業委員会としてはそういうことをし

てもらいたくないので、申しわけございませんけれども、確認のほど、

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【議  長】  ただいまの件につきまして、質疑のある方。 

【13番委員】  この件についてどうのこうのではないのですけれども、参考に教えてい

ただきたいのですが、３メートルも掘ると、あそこの上土は黒ボクなの

ですけれども、ずっと下のほうまで黒ボクなのでしょうかね。その辺の

ところは、試験掘りとか、３メートルは掘っていないのですかね。わか

らなかったら結構ですけれども、参考に教えていただければと思いま

す。 

【主  事】  現地をボーリング調査をしておりまして、その記録が提出されておりま

す。それによると、上から１メートル程度は黒ボクという、推定土質と

いうことになっております。その下は、５メートルまで掘っているみた

いですけど、１メートルよりも下のほうは推定土質がロームと書いてご

ざいますので、赤土なのではないかと思います。 

 以上でございます。 

【13番委員】  わかりました。せっかく黒ボクがいい土で、それをどけて、違う泥を入

れることはないのかなと思うんですけれども。ありがとうございまし

た。 

【15番委員】  ２点ほど提案でございます。今の７番委員からお話がありました。３メ

ートル掘ります。その点について、安全面はいかがと思いまして。もと

もと畑なものですから、３メートル掘りますと、崩壊とか何かが懸念さ

れます。そういう土留めとか、興味本位で中を見る人がいないとは限り

ません。その周りの点とか、安全ですね。 

 もう１点、７番委員から話がありました残土なのですが、実際、県の

調査を終わりまして、安全だと思っておるのですが、万が一、産業廃棄



 7

物が、入らないとも限りません。そういう点を農業委員会として時々見

回って確認する必要があるのではないかと思います。 

【議  長】  質疑でいいのですね。意見ではなく、質疑。質疑ですから、事務局、今

の件に対して。安全面、それから、埋め戻しのときの対策は十分かどう

かということですね。 

【事務局長】  申請の計画どおりにやっていただければ問題ないかと思いますけれど

も、今、委員からありましたとおり、安全面、埋め戻しの土につきまし

ては、農業委員会としてもパトロール等して確認するとともに、申請者

にも再度確認、注意等をしたいと思います。 

【議  長】  15番委員、よろしいですか。 

 今、質疑の中でご発言がございました。現地の調査をいただいた班長

さんからも、安全と、それから、埋め戻しの件、そしてまた、15番委員

からも同じような埋め戻しの件と、それから、安全面、これを十分に監

視をというふうなご意見を承りました。その意見に対しまして、農業委

員会として、どういう対処をしっかりすべきかということになります

が、今、15番委員からご意見をいただきました。しっかりと農地パトロ

ールを農業委員会側ですべきということでございますが、その件に関し

ましては、そのご意見を取り入れるということでよろしゅうございます

か。異議なしでよろしいですか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、今の15番委員の質疑、私は意見というふうに両方に捉えさせ

ていただきまして、意見として承り、今、皆さん方、お諮りしましたと

ころ、農業委員会としてもしっかりとしたパトロールをすべきというこ

とでございますから、そのようにさせていただきたいと思います。 

 それでは、地区担当委員は20番委員になりますが、20番委員でよろし

ゅうございますか。よろしいですね。じゃ、一番近い20番委員に、農業

委員会事務局と一緒にパトロールをしていただくと。そして、済みませ

んが、パトロールした内容の報告を、随時この農業委員会の総会のほう

でいただければと思います。期間６カ月でしたよね。６カ月ですから、

１カ月に１回ずつでも６回ですから、どのような進行状況になるかわか



 8

りませんが、その都度、進行状況のほうを、ここの場所で随時報告いた

だければと思いますが、それでよろしいですか。事務局もそれでよろし

いですか。皆さんもそれでよろしゅうございますか。ここで報告いただ

くということで。 

【事務局長】  今の件につきましては、地区担当委員であります20番委員と調整させて

いただきまして、この総会で報告等をさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

【12番委員】  農業委員会と関係ないんですけれども、文化財と関係ないのかね。文化

財というか、３メートルまで掘っちゃうと、多分赤土を壊すから。その

隣のゼロックスは発掘していましたよね。そういうことは関係ないのか

ね。農業委員としては関係ないんだけど、市としてはそういうのもやら

ないといけないのかなという気がしたのだけど。ただ単純に掘っちゃっ

たら、文化財を壊してしまうわけですね。それは文化財のほうでオーケ

ーがとれているのでしょうかね。 

【議  長】  それでは、今、12番委員の意見がございました。事務局、ございます

か。 

【主  事】  埋蔵文化財の関係については、法令で届け出をしなければいけない地区

というのと、あと、そうではない地区というのと、既に定められている

ところがございまして、ゼロックスのところは届け出をしなければいけ

ない、埋蔵文化財が埋まっている可能性が高い地区ということに指定さ

れているのですけれども、今回のところは、そういった区域になってい

ないところですので、事前に届け出をするという手続はないものでござ

います。ただ、万一そういったものが見つかったときには、不時の発見

の届けということがございますので、手続が必要になってくるものと思

いますけれども、事前に何かしなければいけないという地区ではないの

で、今のところ、何もしていないですけれども、それしかないというと

ころでございます。 

【12番委員】  わかりました。ありがとうございます。 

【議  長】  12番委員、よろしゅうございますか。 

 ほかにございますか。 
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【16番委員】  私は、この申請を見たときに、最初、届け出で済むのではないか、自分

の農地を造成するのだったら、届け出、あるいは許可でも４条かと思っ

たのですけれども、説明の中では、面積が大きい、また、一時的に農地

として使用できない期間が長いから許可にするんだという説明があった

んですけれども、とすると、今後の参考のために、具体的に期間という

のは、どれぐらい、造成期間があった場合に、農地として使用できない

から許可が必要なのか、または、どれぐらいの面積からは許可が必要な

のか。要するに１０坪や２０坪の農地造成だったら多分、届け出だけで

済んでしまうのではないかと思うので、今後の参考のためにわかれば教

えてほしいんですが。 

【主  事】  神奈川県では、農地造成をやるときに、不法な土砂の投棄を防止する観

点から許可申請をさせているという説明を先ほどさせていただいており

まして、ただ、軽易な農地造成についてはその限りではないという扱い

になっております。神奈川県で定めている軽易な農地造成か、そうでな

いかというところの境は、３つございます。１つが面積でございまし

て、1,000平米というところが境でございます。もう１つが、切り盛りの

高さでございまして、切り盛りの高さが１メートル以上になるかどうか

というところか、軽易な農地造成かどうかというところの境でございま

す。最後の１つの基準が、耕作の中断期間が３カ月を超えるか超えない

かというところが境でございまして、その３つの全てが、面積が1,000平

米以下で、切り盛りの高さが１メートル以下で、耕作の中断期間が３カ

月未満であるものに関しては、軽易な農地造成として許可を受ける必要

がないという扱いになっておりまして、それを１つでも超えてしまうと

許可を受けなければいけないという取り扱いになっております。 

【議  長】  16番委員、よろしいですか。 

 ほかにございますか。 

【９番委員】  これも参考に聞かせていただきたいんですけれども、ただ、６カ月間と

いう期間で埋め立てをしたときに、パトロールをして、もし不純物が入

った場合はどこまで権限があるんですかね。ストップさせられる権限と

いうのは、農業委員会は持てるんですか。どうなんでしょうかね。要す
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るに、どういったものがだめだ、どういったものがいいというのは判断

ができるんですかね。ただ、見に行っただけで終わらせてしまうんじゃ

なくて、これは変だというものがあった場合に、ストップがかけられる

のかどうかというのが私にはちょっとわからないんですけど。今までそ

ういった例があるんですか。見に行ったときに、そういう権限があるの

なら、私は結構だと思うんですけれども、権限もないのに見に行って、

どんどんどんどん埋められちゃって、結局、最後に埋められちゃいまし

たというのでは、困るんですよ。 

【主  事】  この計画については、先ほどの軽易な農地造成に当たらないので、農地

転用の許可を受けなければできない、という仕組みになっておりまし

て、農地法５条の許可申請をしていただいていますが、農地法５条の許

可は神奈川県知事名で行われるものでございますので、神奈川県知事は

許可権者として、申請内容どおりに工事がされなかった場合には是正を

求めることができる規定が、農地法にもございます。農業委員会は、県

に対して、指導でしたりとか、行動を起こすように求めることができる

という決まりも農地法の中にございますので、法令に基づいて計画どお

りやらなかったときには、是正を求めたりだとか、是正の手法の中では

工事をストップさせるということもできる決まりではございます。 

【議  長】  ちなみに、搬入の土地にも規制があるんでしょう。最初からどういう土

かというのは決まっているんでしょう。今の件で、ご心配のいろいろな

規制の中で、申請の中で決まっているんですね。事務局、わかりますよ

ね。 

【主  事】  今回の土については、本郷にある土を相模原に持っていきまして、座間

の建設工事で発生する土を一部入れるということでございますので、そ

この土でなければ計画どおりではないということになると思います。さ

らに、土、第３種建設発生土というものについては、砂質土、粘性土、

礫質土というふうに書いてございますので、そうでないようなものが入

っているときには、計画と違うということになるのではないかと思いま

す。 

【９番委員】  残土を運ぶ業者は、何か書いた証明書を持って運んでいるんだと思うん
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ですよ。我々も、廃ビニールを運ぶときにも、そういうものを運びます

という許可を持って運んでいるんですね。残土を運ぶ人はそういうもの

を持っていないと、要するに正規の土を運んでいますという、不純物は

入っていませんよという許可を多分向こうから出るんですね。持ってく

るというふうになっているんだろう。それがあるはずなんだけれども、

そういうのは確認をとることはできるんですかね。例えば何とかビリテ

ィーとかと、英語でわからないんだけれども、そういう許可書みたいな

のがあるんだよね。残土を運ぶときに。そういうのは。 

【事務局長】  先ほど事務局から説明させていただいた、受け入れる土ですよね。それ

については、地質分析結果証明書というのがこちらにも今出ています。

当然それを運ぶ際には、その証明書を持って、あと、さらに今言われた

書類を持って来ると思うんですけれども、そこまでは確認できておりま

せん。今こちらにあるのは、地質分析結果証明書という、金属や化合物

の含有料が基準をオーバーしていないというような証明書は出ておりま

すが、そこまでなのですけれど。 

【９番委員】  20番委員が大変だと思うんですよ。地元でそれを見るというのは。だか

ら、その辺をしっかりしてもらいたいなという感じがするんですけど。 

【議  長】  そのために事務局も一緒にというふうにさせていただいたつもりでござ

います。 

【９番委員】  そうですね。 

【議  長】  事務局、その辺はよろしいですね。 

【事務局長】  あと、県の土砂条例も今同時進行で審査しておりますので、その許可証

も携帯しながら、そういう作業に入るのではないかと思います。 

【９番委員】  わかりました。 

【議  長】  ほかにございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、今、質疑、またご意見をいただいたものを全て前提にして、

この案件につきまして採決をさせていただきたいと思います。 

 受付番号１０について、賛成の方の挙手をお願い申し上げます。 

          （挙 手） 
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【議  長】  全員賛成でございますから、受付番号１０については、承認ということ

にさせていただきます。 

 続きまして、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】  受付番号１１、申請地は、中野■■■■■■■■■、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、

東京都千代田区内幸町■■■■■■■、■■■■■■■■■■■■■■

■、代表取締役■■■■、土地所有者は、中野■■■■■■■■、■■

■■、転用の目的は、資機材搬入用地として一時転用です。期間は、平

成２８年９月２５日から平成２８年１２月１０日までの２カ月半を計画

しています。工事期間に設定される権利の種類は、賃借権です。現地の

案内図は、資料２－１です。資料は、案内図のほかに、現地の写真、土

地利用計画図、ユニック車による資機材搬入のイメージ図、申請地に敷

く敷板の資料などをお配りしています。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局の説明が終わりました。それでは、地区担当委員の意見をお伺い

いたします。17番委員。 

【17番委員】  ■■■■のほうからこういう申し出がありまして、現地へ確認しに行っ

たところ、進入するだけで、周りには害はないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  ■■■■では、電力設備の安全性を確認するための地質調査を実施し、

鉄塔ごとの強度評価を行い、さらなる安全性を確保したいと考えている

そうです。そこで、鉄塔敷地内でボーリング調査を行うこととしたそう

です。これに伴い、隣接する農地を資機材搬入用地として一時転用した

いという申請です。鉄塔敷地は、道路に面しておらず、ボーリング調査

を行うためにやむなく農地を一時的に賃借し、使用するとのことです。 

 許可基準のうち立地基準を確認いただきたいと思います。申請地は、

海老名市農業振興地域整備計画において農用地区域とされている農地で
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す。農振農用地区域内の農地は、農地転用が原則許可とならない立地区

分ですが、次の２つの要件に該当する場合にのみ許可を受けることがで

きるとされています。その要件ですが、１つ目が、仮設工作物の設置そ

の他の一時的な利用に供するために行うものであって、当該利用の目的

を達成する上で、当該農地を供することが必要であると認められるもの

であることというものです。ほかの土地での代替可能性がない場合でな

いと認められないとされています。２つ目の要件が、農業振興地域整備

計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであることと

いうものです。今回の申請は、一時的な利用に供するために行うもので

あって、また、鉄塔敷地が道路に面しておらず、鉄塔敷地と道路との間

にあるこの申請地を選ぶしかなく、ほかの土地での代替可能性がないも

のと考えられます。また、海老名市市長部局へ照会をしまして、この一

時転用が海老名市農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれが

ないと考える旨の回答を得ております。 

 以上から、農振農用地区域内ではありますが、立地基準を満たしてい

ると考えることができます。 

 次に、資料２－２をご覧ください。９０度回転していただいて、縦に

見ていただければと思いますが、大きく書いてあるのは、土地利用計画

の平面図です。申請地全体に敷板を敷いて資機材置き場とし、また、２

トンユニック車が入って資機材の設置等を行うとのことです。ボーリン

グ調査を行うのは、図では、緑色の敷板を敷く中で白い四角であらわさ

れているところで、ＡＡ´断面では、鉄塔や道路との位置関係がわかりま

す。 

 資機材の設置は、資料２－３にあるようなイメージで行われるそうで

す。ユニック車で資機材をつり上げて、物を運んだり置いたりするとい

うことです。 

 また、資料２－４には、敷板のパンフレットがついています。プラシ

キというプラスチック板の製品で、これを敷いて農地を保全しながら作

業を行うとのことです。 

 周辺の被害防除策としては、敷板を敷くこと以外に、作業中や資機材
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の仮置き中は、カラーコーンにより区画すること、ボーリングのリター

ン水は回収、再利用し、隣接地への流出を防ぐことが事業計画書内でう

たわれています。実際のボーリング調査自体は数日で終わってしまうそ

うですが、準備は予備の日を含め、許可後から平成２８年１２月１０日

までの２カ月半の期間、一時転用したいという申請です。農地に復元す

るのが完了するところまでが許可の対象です。 

 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伺います。７番委員、お願いします。 

【７番委員】  昨日、現地を確認したところ、資機材搬入用地として利用し、工事が終

了後にはもとに復元するということですので、問題はないかと思われま

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。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１１について、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ので、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号１２について、事務局から提案説明をお願いい

たします。 

【主  事】  受付番号１２、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、登記簿地目、

畑、面積、■■平米のうち■■平米、ほか２筆のそれぞれ一部、議案書

のとおりです。合計、■■平米です。現況は、市街化調整区域の畑で

す。転用者は、東京都千代田区内幸町■■■■■■■、■■■■■■■

■■■■■■■■、代表取締役■■■■、土地所有者は、本郷■■■■



15

■■、■■■■、転用の目的は、資機材搬入用地として一時転用です。

期間は、平成２８年９月２５日から平成２８年１２月１０日までの２カ

月半を計画しています。工事期間に設定する権利の種類は、賃借権で

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、土地利用計画図をお配りしています。 

 以上でございます。 

【議  長】  説明が終わりました。地区担当委員の意見をお伺いします。12番委員。 

【12番委員】  ここは、前の議題と同じように、ボーリングをやるための通路ですの

で、特に問題はないと見ました。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  先ほどの受付番号１１と重複する説明になってしまう部分もございます

が、お許しいただければと思います。 

 この申請も、■■■■が、設備の安全性を確認するための地質調査を

するに当たって、隣接する農地を資機材搬入用地として一時転用したい

という申請です。鉄塔敷地は、道路に面しておらず、ボーリング調査を

行うために、やむなく農地を一時的に賃借し、使用したいとのことで

す。 

 許可基準のうち立地基準を確認いただきたいと思います。申請地は、

１０ヘクタール以上の広がりのある一団の農地の区域内にあることか

ら、第１種農地と判断されるところです。第１種農地は、農地転用が原

則許可されない立地区分ですが、しかし、先に審議していただいた、先

ほどの受付番号１１と同じく、一時的な利用に供するために行うもので

あって、また、鉄塔敷地が道路に面しておらず、鉄塔敷地と道路の間に

あるこの申請地を選ぶしかなく、ほかの土地での代替可能性がないもの

と考えられることから、第１種農地ではありますが、立地基準を満たす

と考えることができます。 

 次に、資料３－２をご覧ください。土地利用計画の平面図が大きく書

いてございます。申請地は、青い枠で示されている部分で、筆の形とは

関連しておらず、この形で筆の一部を借りて使うということです。申請
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地全体に敷板を敷き、また、ユニック車が入って資機材の設置等を行う

とのことです。こちらでは、資機材の置き場は鉄塔敷地内に確保されて

います。ボーリング調査を行うのは、鉄塔敷地中央部分の、図では白い

四角であらわされているところです。下に書いてあるＡＡ´断面、ＢＢ´

断面では、鉄塔や道路との位置関係を確認できます。資機材設置のイメ

ージ図や使用するプラスチック敷板の資料は、先ほど受付番号１１でご

確認いただいたものと同じですが、資料２－３、２－４でございます。 

 周辺地への被害防除策としては、これもまた先ほどの受付番号１１と

同じですが、敷板を敷くこと以外に、作業中や資機材の仮置き中は、カ

ラーコーンにより区画すること、ボーリングのリターン水は回収、再利

用し、隣接地への流出を防ぐことが事業計画書内でうたわれています。

準備は予備の日を含め、許可後から平成２８年１２月１０日までの２カ

月半の期間、一時転用するという申請です。農地に復元するのが完了す

るところまでが許可の対象です。 

 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。７番委員。 

【７番委員】  現地を確認したところ、資機材搬入用地として利用し、終了後はもとに

復元するとのことですので、問題はないかと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、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、採決に入らせていただきます。 

 受付番号１２を承認される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、受付番号１２は、承認とさせていただきま

す。 
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 続きまして、議案書７ページになりますが、受付番号１３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１３、申請地は、門沢橋■■■■■■■■、登記簿地目、田、

面積、■■■平米です。現況は、市街化調整区域の田です。転用者は、

東京都千代田区内幸町■■■■■■■、■■■■■■■■■■■■■■

■、代表取締役■■■■、土地所有者は、門沢橋■■■■■■■■、■

■■■、転用の目的は、資機材搬入用地として一時転用です。期間は、

平成２８年９月２５日から平成２８年１２月１０日までの２カ月半を計

画しています。工事期間に設定する権利の種類は、賃借権です。現地の

案内図は、資料４－１です。資料は、案内図のほかに、現地の写真、土

地利用計画図をお配りしています。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区担当委員の意見をお伺いいたします。13番委員、お願いいたしま

す。 

【13番委員】  現場をよく知っておりますけれども、また、使い方については、今、１

１番、１２番の受付番号のとおりでございます。特に問題はないと考え

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】  先ほどの受付番号１１、１２と同じく、こちらも、■■■■が、設備の

安全性を確認するための地質調査をするに当たって、隣接する農地を資

機材搬入用地として一時転用したいという申請です。ボーリング調査を

行うためにやむなく農地を一時的に賃借し、使用したいとのことです。

許可基準のうち立地基準を確認いただきたいと思います。 

 資料４－１の左下の図をご覧いただきたいと思います。申請地から５

００メートル以内にＪＲ門沢橋駅が存することから、こちらは第２種農

地と判断される農地です。第２種農地は、申請にかかる農地にかえて周

辺のほかの土地を供することにより、当該申請にかかる事業の目的を達

成することができると認められる場合には、原則として許可をすること

ができないという立地区分です。今回の申請は、鉄塔敷地の脇で資機材
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搬入用地として使うことのできるところが、この農地以外になく、ほか

の土地での代替性がないと考えられることから、立地基準を満たしてい

ると判断することができます。 

 次に、資料４－２をご覧ください。大きく書いてあるのは、土地利用

計画の平面図です。申請地全体に敷板を敷き、資機材を置き場とし、ま

た、ユニック車が入って資機材の設置等を行うとのことです。ボーリン

グ調査を行うのは、鉄塔敷地内の図では白い四角であらわされていると

ころです。ＡＡ´断面では、鉄塔や道路との位置関係がわかります。資機

材の設置イメージ図と敷板のパンフレットの資料は、さきの案件で見て

いただいたものと同じです。申請地は、田んぼですので、車で進入する

際には、土のうで高低差をなだらかに解消し、その上に敷板を敷いて入

っていくとのことです。 

 周辺地への被害防除策としては、敷板を敷くこと以外に、作業中や資

機材の仮置き中は、カラーコーンにより区画すること、ボーリングのリ

ターン水は回収、再利用し、隣接地への流出を防ぐことが事業計画書内

でうたわれています。許可後から平成２８年１２月１０日までの２カ月

半の期間という転用期間となっていますが、これは準備や予備の期間を

含んでいて、実際の使用は必ず稲の刈り取りが終わった後からにする

旨、地権者と約束しているそうです。作付されているものがだめになる

ことはないとのことです。農地に復元するのが完了するところまでが許

可の対象です。 

 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。７番委員。 

【７番委員】  現地を確認したところ、資機材搬入用地として利用し、終了後はもとに

復元するので、問題はないかと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。 

        （「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。 

 受付番号１３について、承認とされる方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。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案件といたします。 

 （１）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】  農地法は現況主義をとっておりますが、登記簿上の地目が農地でありな

がら、現況は農地以外のものになっており、現況が農地法に規定する農

地に該当しないと認められる土地については、農業委員会が農地法に定

める農地ではないという証明をすることができることになっています。

この証明が非農地証明です。非農地の定義は、農地に復元することが著

しく困難であること、転用後の年数が基本的に１０年以上であること、

現在農地だったとして、転用許可を受けることのできる立地や目的等の

条件であること、周辺の農地の営農条件に支障が生じていないことなど

の要件があります。全ての要件にかなう場合にのみ、証明を出すことが

できます。 

 議案書の８ページをご覧ください。受付番号４、申請地は、本郷字■

■■■■■■■、ほか４筆、議案書のとおりです。申請者は、本郷■■

■■■■、■■■■、■■■■の筆だけは、所有者がお２人ですけれど

も、もう１人の方からの委任を受けられて、やはり■■■■さんが申請

者でございます。現在の状況ですが、農地として使われていることを確

認しました。非農地ではないため、非農地証明を発行しないという専決

処分を、平成２８年７月２７日に行い、申請者へ通知いたしました。 

 案内図と現地の写真は、資料５をご覧ください。７月２１日に行った

現地調査では、申請地は、植木が植栽されている土地であったことを確
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認しました。申請者が提出した経過書によれば、昭和３２年、３３年ご

ろには、新幹線線路により当該土地が分断され、農地としては役に立た

ない状況があったとされています。しかし、平成１９年、平成２１年、

平成２４年、平成２７年と、それぞれ当該地について、農用地利用集積

計画作成申し出書が申請者から提出され、農地として貸し借りをしてお

り、その農地としての貸し借りは、現在も続いています。これらのこと

から、当該地は、植木を育成する目的で苗木を植栽し、かつ、その苗木

の育成について肥培管理を行っている土地に当たると判断し、農地法第

２条第１項に規定する農地に該当するという判断を行いました。この判

断に基づき、申請者へは、申請土地は非農地に該当しない旨を通知いた

しました。 

 以上、報告いたします。 

【議  長】  事務局の説明が終わりました。それでは、農地小委員会委員長の３番委

員より説明をお願いいたします。 

【３番委員】  今、事務局から報告があったとおりでございます。現地は、植木畑とし

て貸し借りの申し出が昨年もされている土地だと聞いております。７月

２１日、現地調査では、申請地には植木が植わっていることを確認いた

しました。 

 以上でございます。 

【議  長】  委員長の説明が終わりました。それでは、質疑のある方。ありません

か。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、これを了承とすることに異議ありませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認め、受付番号４については、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書９ページでございますが、（２）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２４６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
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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来ております。 

 議案書９ページ、生産緑地番号２４６、所在は、門沢橋■■■■■■

■、現況地目、畑、台帳地目、田、■■■平米、ほか１筆、議案書のと

おりです。案内図及び現地の写真は、資料６をご覧ください。こちらの

農地につきましては、平成２８年第６回定例総会におきまして、土地所

有者の死亡という事由によって、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。７月７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、地区の方に情報提供していた

だきまして、もしご希望される方がいらっしゃいましたら、９月３０

日、金曜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１０月３日、月曜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】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですから、生産緑地番号２４６について、承認とすることにご

異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  では、今の件につきましては、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書１０ページから１２ページでございますが、（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２２から２４の３件と、農地法第５条の受付

番号２１から２６の６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
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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号と農地法第５条第１項第６号です。 

 議案書１０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７月１日から７

月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号２２から２４まで

の３件で、田、８９２平米、畑、1,614平米、合計、2,506平米です。 

 続きまして、議案書１１ページ、１２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７月１日から７月３１日までの間に届出がされたもの

です。受付番号２１から２６までの６件で、畑、2,678.60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、今の案件につきまして、承認とすることに異議ございません

か。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですから、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１３ページでございます。（２）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１０について、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１３ページをご覧ください。受付番号１０は、柏ケ谷の■■■

■さんの死亡による相続です。受付番号１０、権利を取得した者は、柏

ケ谷■■■■■、■■■■、権利を取得した日は、平成２７年１０月１

５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■■■■■■、田、■■■平米、ほか１筆、議案書の

とおりです。 
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 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、受付番号１０について、承認という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。 

 以上をもちまして、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いたします。 

 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。 

        （「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。 

 ないようですので、会長職務代理の２番委員から閉会の挨拶をお願い

いたします。 

【２番委員】  どうも長い間ありがとうございました。ここで台風なんかが来て、穂も

出てきたので、これから水田関係、忙しくなりますが、ひとつ皆さん、

健康に気をつけて、暑い中、けがのないようお願いします。 

 長い間、ありがとうございました。 

（終了 午後２時３５分） 


