
平成２８年第９回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２８年９月２７日

                           １３時３０分～１４時４５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９回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２８年９月２７日「平成２８年第９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39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40号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

 日程第３ 議案第41号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

 日程第４ 議案第42号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認について 

 日程第５ 議案第43号 生産緑地に係る農業の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 

会長が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 
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【議  長】  ただいまの出席委員は１４名でございます。農地利用最適化推進委員

６名も全員出席しております。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。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、４番委員、５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】  事務局の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いたします。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、この程度にさせていただきます。 

 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、ご異議ございま

せんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

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

 傍聴人を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６ページ、日程第１、議案第３９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１４、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、登記簿地目、

畑、■■■平米です。現況は、市街化調整区域の畑です。転用者は、本郷

■■■■■■、■■■■■■■、代表役員■■■■、土地所有者は、本郷

■■■■■■■■、■■■■、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１－１をご覧ください。資料は、

案内図のほかに、現地の写真、土地利用計画の平面図及び断面図、また、

法令を抜粋した資料をお配りしております。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局の説明がございました。それでは、地区委員の意見をお伺いい

たします。12番委員、お願いいたします。 

【12番委員】  昨日は２班が現地調査をいたしました。その結果、雨水排水処理の関

係で、この図面でいくと、南側が大分低くなっています。駐車場として地

面をかためてしまうと、道路を挟んで下側にある畑へ雨がもろにいってし

まうということで、できれば地下浸透等で雨水の調整をできるようにして

いただけたらよいのかと思います。 

 以上でございます。 

【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。■■■■■■■が転用者となって、既存の駐

車場を拡張するため、農地転用したいという申請です。■■■は約1,200

件の檀家を有し、車でお寺に来る方が多いそうですが、現在は１４台分が

駐車できるスペースしか駐車場を有しておらず、特にお正月やお彼岸、お

盆等、お寺の年間行事の際には駐車スペースが不足している状況にあるそ

うです。そこで、既存の駐車場と地続きで南北両方から出入りができるよ

うになるということから、当該地を適地と判断し、申請に至ったとのこと

です。 

 資料１－１の左下をご覧ください。農地の立地基準です。農地の立地基

準は、第１種農地です。これはおおむね１０ヘクタール以上の規模の一団

の農地の区域内にある農地であることから判断されます。第１種農地は、

農地転用が原則不許可となる立地区分ではございますが、本件に関しまし

ては例外的に許可することができる要件があり、それに適っていると考え
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ております。立地基準の不許可の例外という部分につきまして、ご一緒に

ご確認をいただければと思いますので、資料１－３をご覧ください。ご確

認のほう、少し長くなってしまうかもしれませんが、ご容赦いただきたい

と思います。 

 資料１－３は、資料が３ページにわたってございまして、それぞれ、農

地法、農地法施行令、農地法施行規則という、関連する３つの法令から、

先ほど申し上げました第１種農地でも例外的に許可することができるとい

う部分について確認ができる箇所を抜粋した資料でございます。 

 まず、最初のページ、農地法の抜粋でございます。ここでは、農地法第

４条というところを抜粋しておりますが、基本的に第５条でもこれらの基

準を準用しております。農地法の第４条では、皆様がご存じのとおり、農

地を農地以外のものにする場合に、原則として県知事の許可が必要になる

旨が規定されております。そのページの真ん中のほうに算用数字で６と書

いてあります、こちらが農地法第４条の第６項ということでございます

が、第１項の農地転用の許可というものは、「次の各号のいずれかに該当

する場合には、することができない」という規定がございます。各号とい

うのは、その下にある漢数字で書かれていて、一から五までありますが、

今回は該当箇所のみということで、第２号から第５号までは省略とさせて

いただいております。こちらのほうには毎回ご審議をいただいております

立地の基準ですとか、周辺の営農条件の悪影響の有無など、事業の必要

性、確実性の一般基準と呼ばれるものですとか、そういったものについて

記載されているところでございます。これらのうち１号の片仮名で「ロ」

と書いてあるところです。この網かけしている箇所に「良好な営農条件を

備えている農地」とございます。良好な営農条件を備えている農地では、

農地転用することができないという原則になっているところが確認できま

す。 

 具体的に良好な営農条件を備えている農地とはどのような農地かという

ところですが、それが具体的に示されているのが、その次のページの農地

法施行令というものでございます。こちら、同じ記号で示されているもの

は全て同じ言葉の意味だというところをご承知いただきまして、網かけに
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なっているところがございます。そのうちの下段の括弧書きで「良好な営

農条件を備えている農地」とございます。農地法施行令の第５条、「次に

掲げる農地」ということで、一号、「おおむね十ヘクタール以上の規模の

一団の農地の区域内にある農地」、これが良好な営農条件を備えている農

地でございます。これに該当する場合には、原則として許可をすることが

できないという規定でございます。ここまでは皆様よくご存じかとは思い

ますが、改めてご確認をいただきました。 

 ここで１ページ戻っていただきまして、今回の例外についてというとこ

ろをご確認いただきたいと思います。同じく算用数字の６、第６項という

ところには、「ただし」というふうに波線で下線を引いている部分がござ

います。「ただし」、真ん中の部分、長いところを省略いたしまして、一番

下の段、「その他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでな

い」という規定です。良好な営農条件を備えている農地であっても、政令

で定める相当の事由があるという場合には、例外的な取り扱いができると

いうようなことが書かれております。 

 「法令で定める相当の事由」とは何かというところですが、その次のペ

ージの農地法施行令の真ん中のほうにございます。農地法施行令の第４条

第１項第２号、漢数字の二の片仮名の「ハ」という部分がございます。

「申請に係る農地を調査研究、土石の採取その他の特別の立地条件を必要

とする農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものである

こと」というふうにございます。この四角で囲っている「その他の特別の

立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業」というものが、今回の

案件で言う、「法令で定める相当の事由」というところに該当することに

なりますが、さらにその部分が具体的に書かれているのが、次のページ、

農地法施行規則というところにございますので、次のページをご覧くださ

い。 

 こちらも真ん中の段に括弧書きで「特別の立地条件を必要とする事業」

とございます。第一号から第四号は省略させていただいておりまして、第

五号です。「既存の施設の拡張（拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施

設の敷地の面積の二分の一を超えないものに限る。）」と規定されておりま
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す。これが今回の立地基準の第１種農地の不許可の例外というところの根

拠になっております。 

 もう一度、今ご確認いただいたところを整理いたしますと、おおむね１

０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地というものは、

良好な営農条件を備えている農地であるため、農地転用は原則不許可とな

りますが、既存の施設の拡張というものであれば、特別の立地条件を必要

とすることになるため、例外的に許可となる可能性があるというところで

ございます。なお、今回の案件ですと、駐車場という目的ではございます

が、境内地の敷地拡張という扱いになります。駐車場だけでなく、境内地

ですとか、墓地に関しましても、お寺の既存の施設として見ることができ

るということを県の担当に確認しておりまして、■■■■■■■は、現

在、所有だけで、■■■■■■■■平米の土地を所有しております。今回

の申請面積、■■■平米は、既存の施設の敷地の面積の２分の１を超えな

いため、この立地基準の例外というところに該当するものでございます。 

 また、関連いたしまして、この不許可の例外というところに関しまして

は、皆様がご存じのところですと、農業者の住宅のために農地転用をする

場合などもございまして、そのようなケースと今回の既存の施設の拡張と

いうケースとほぼ同列の箇所に根拠があるというところを知っておいてい

ただければと思います。 

 参考に、先ほどの資料のほうには、農業者の住宅の場合というところが

たどれるように記載をしておりますので、お時間のあるときにそちらのほ

うもご確認をいただければと思っております。 

 長くなってしまい、大変申しわけございませんが、以上が立地基準の説

明でございます。 

 ここからが土地の利用計画について御説明をいたします。 

 資料１－２をご覧ください。申請地を整地、転圧して砂利で舗装しまし

て、２０台分の駐車場とする計画です。図面は、上が北になります。北側

の既存の駐車場との境には、現在、コンクリートブロック積みがございま

すが、コンクリートブロックを撤去して地続きにしまして、南北の両側か

ら車の出入りをする計画です。図面で言うと左側と右側、東西は宅地にな
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っておりまして、宅地との境界には既存のコンクリートブロックの擁壁が

設置されています。それをそのまま使用させてもらうということで、宅地

の所有者とは話がついているとのことです。敷地は南西側、図面で言うと

一番左下のほうに「±０」と書いてあるのですが、こちらが一番低くなっ

ている計画でございまして、図面の右上のほう、北東に「＋５００」と書

いてあるところがあるのですが、こちらが一番高くなっておりまして、全

体的に北東側のほうから南西側に向かって勾配がつく計画になっておりま

す。 

 同じ図面の右側のほうに断面図がございますので、そちらをご覧くださ

い。上側のＡ－Ａと書かれているのが申請地を東西に切ったものでして、

下側のＢ－Ｂと書かれているものが申請地を南北に切った図面になりま

す。東西のほうは、先ほど申し上げましたとおり、隣地との境界には既存

のコンクリートブロックの擁壁があり、既に区切られております。また、

南北の断面に関しましては、北側の既存ブロックを撤去し、北側は隣地と

同じ高さになるようにするとのことでして、南側も道路のほう、低くなっ

ているのですけれども、道路と同じ高さになる計画でございます。これら

によりまして、周辺の土地への土砂の流出、崩壊が防止される計画です。 

 また、続きまして、雨水排水の処理計画ですが、計画では、申請地を砂

利舗装し、敷地内で浸透処理する計画になっておりますが、先ほど地区の

担当委員、12番委員のほうからご指摘があったところなのですけれども、

南側が低くなっており雨水の調整ができる方策を何か設けたほうがいいの

ではないかということでして、昨日の現地調査に行っていただいた後で、

申請者にはそういったお話もお伝えはしています。正式には定例総会で決

定するというところはお話はしているのですが、水がこぼれていかないよ

うな措置をとるというところは、申請者のほうでも了解をしているという

ことをこの場でご報告させていただきます。 

 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。 
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【議  長】  それでは、現地調査班長の意見をお伺いいたします。４番委員。 

【４番委員】  昨日、現地調査を行いました。現地は畑としてよく管理はされており

ます。 

 資料１－２をご覧ください。現在ある既設の駐車場の南側の畑を敷き砂

利の駐車場にする計画で、既設の駐車場を拡大する計画ですけれども、今

回、隣接する農地はございません。また、今、事務局や、12番委員からも

報告がありましたけれども、重複してしまいますけれども、既設の駐車場

から南へ勾配がとられていて、しかも、資料１－２の一番下のほう、市道

７５６号線も東から西への勾配になっております。そのため、雨が少し多

いと、自然浸透が図れず、増設される駐車場の南西側にまとまって、市道

７５６号線の道幅が狭いのですけれども、それを超えて農業振興地域内の

周辺農地、畑へ雨が流入してしまい、営農に支障を生じるおそれがあるの

ではないかと思います。よって、西側、南側にＵ字溝を入れ、浸透桝を設

けて、また、出入り口はグレーチング等で対応したらどうかというような

ことが必要かと思います。 

 以上です。 

【議  長】  現地調査班長さん等の意見をお伺いいたしました。 

 それでは、質疑のある方。ございませんか。 

【19番委員】  質問なんですが、今回の申請については、所有権移転ということであ

りますけれども、既存の駐車場部分は■■■さんのものなのでしょうか。 

【主  事】  北側の既存の駐車場につきましては、現在は■■■さんの所有してい

る駐車場になります。 

【19番委員】  もう１ついいですか。この砂利敷きの舗装というのは、轍ができたり

するんですよね。車が当然出入りしますから。それで、もし予算的に都合

がつくのであれば、敷地全体を北側を含めて透水性の舗装にされたらどう

かなと、そういう意見が私としてはありますけれども、検討事項としてい

ただければいいのですが。 

【議  長】  そういうご意見がございましたけれども。説明があったとおり、雨水

のご心配をされてのことだと思いますが、どうなんでしょうかね。班長さ

んはＵ字溝をというふうなご要望。 
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【４番委員】  Ｕ字溝を入れることによって雨水の流出はしないだろうと、集水桝を

設ければ問題ないかと思うんですけれども、また、敷き砂利につきまして

は、飛散はしなくて、Ｕ字溝にちょうど落ちるのではないかというふうに

は考えております。全体を舗装するとなると、勾配が既存のと新設するの

とは山型になっているのですよね。ですので、かなりコスト面でどうなの

かなという点がちょっとと思われますけれども。 

【議  長】  現地を調査された委員さんの中で、現場を見ていらっしゃるでしょう

から、ご意見はございませんか。 

【12番委員】  19番委員に質問してよろしいでしょうか。浸透式の舗装というのは、

砂利のよりか浸透がいいのかね。 

【19番委員】  はい。はるかにいいです。今、ご存じだと思いますが、高速道路なん

かも透水性舗装が主流になっています。初期の段階だと透水性の舗装が耐

久力の点が問題があったんですが、今はむしろ耐久性もいい。それと、こ

こはしなくてもいいんですが、ラインなんかを引いたりする場合は、砂利

敷きではできませんからね。よくロープなんか張ってやっている人がいま

す。ここはそれはしないのでしょうけれども、ラインなんかを書く場合は

舗装でないとということもありまして。考慮していただければ。 

【議  長】  考慮といいましても。事務局、どうなんですか。 

【主  事】  雨水排水の処理というところに関しましては、透水性アスファルトで

やると、よりよいというのは、19番委員のおっしゃるとおりなのかもしれ

ないですが、本件の許可に関して、砂利でいけないというものではないと

いうところもございます。そういうふうにやったほうがいいのではないと

かいう、アドバイスのような形で言うことはできると思うんですけれど

も、それをやらないとだめだという、そういう強いところまでは、指導は

難しいのではないかと思っております。 

【議  長】  雨水のご心配というのは、南側の農地へのかかわり合いだと思うんで

すが、その辺のところはどうですかね。現地を調査していただきまして、

どのように感じていらっしゃるんでしょうかね。現地調査班の方で意見が

あれば。ありませんか。意見がなければ、採決をさせていただきたいと思

いますが、大丈夫ですか。 
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【２番委員】  これ、写真で見ると、写真①のところにＵ字溝が入っているんですけ

れども、これは西側のほうにあるＵ字溝なんですか。写真①にＵ字溝みた

いなのが映っていますよね。車止めの横側の境界がありますね。 

【４番委員】 これ、既設駐車場のほうの、雨水排水のためのＵ字溝みたいですね。 

【２番委員】  既存の駐車場はそういう排水処理をしているということなんですね。 

【４番委員】  それで北側のほうに集水桝がありまして、それでそこにためて、処理

をしていると。 

【２番委員】 既存にはあって、新設のほうにはそれがまるっきりないんですか。 

【４番委員】  ない。 

【２番委員】  やっぱり考慮してもらわないと、ちょっとまずいんじゃないですか

ね。 

【議  長】  そういうご意見がございますが、どうでしょうか。 

 今、12番委員からも雨水の心配をされて、４番委員も雨水の心配をされ

ている。というのは、隣の南側の畑への配慮ですか。 

【４番委員】  そうですね。市道の幅が2.78メートルしかないのですね。道の南はま

た農業振興地域の畑ですから、その畑のほうに雨水が流入してしまうとい

うおそれが大きいので、西側と南側と両方に集積桝を設けたらいかがでし

ょうかということです。ポイントのプラスマイナスゼロというところが一

番低くなっていますので、ここのあたりにちょっと大きな集積桝が必要か

というふうに思いますけれどもね。 

【議  長】  12番委員は同じご意見ですか。 

【12番委員】  そうです。特にここは地域全体が畑ですから、道路側溝がないところ

があるのですよね。道路側溝があるところだったら問題ないんですけれど

も、ないので、地下浸透しか処置の方法がないと思います。今、４番委員

が言われたように、レベルゼロのところに浸透桝をつくってもらって、浸

透していただけたら。昔の雨と違って、今はすごい雨ですから、防ぎきれ

ないと思うんですけれども、１００％防げなくても、ある程度防げれば、

それでよしかなという感じなんですけどね。 

 基本的に私たちは技術屋じゃないので、どういうのをつくったらいい

かというのを言えないので、とにかくこの雨水対策として、地下浸透が
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できるような施設を設けてほしいというしかないかなと思うんですけれ

ども。先ほど言ったように、側溝を掘って、ここへ桝をつくってとかと

いう、そこまでは、技術屋じゃないから、言えないはずですよね。です

から、要望として言えるのは、この雨水対策を施してほしいというぐら

いしか言えないんじゃないかなと、私は思っているんですけど。 

【議  長】  要は南の畑のほうに行かないように、しっかりと自前で雨水対策をと

ってほしいと、そういう図面に書きかえてほしいということですね。この

ままですと心配。 

【12番委員】  レベルがここが一番低いところなんですね。あと、ずっと高くなって

いますので、多分ここへ水が集まってしまうという図面だと思うんです。

道路へ流しちゃうという考えみたいなんですけど。そうすると、道路より

もまた南側が低いですから、完全に南の畑へ流れると予測される。とにか

く雨水対策として、ここは地下浸透しかないんですね。ですから、地下浸

透で対策ができるような方法をとって施工してほしいというのが、農業委

員会としての意見としてはいいのかなと思うんですけど。どうでしょう

か。 

【議  長】  言葉が適切かどうかわかりませんが、今回の工事に当たりましては、

近隣の農地に雨水等の影響がないような完璧な工事をしてほしい、工事じ

ゃないな、施工か、施工してほしいということを附帯とさせていただきた

いということでいいんですか。 

【事務局長】  そうですね。ここで決定していただいた後、後日、事務局が伝えて、

差しかえますということで。差し替えられた図面の確認をもって許可相当

と判断するというような。 

【議  長】  そうすると、言葉を文章的にすると、近隣農地への雨水対策を十分と

っていただいた施工をしてほしいということでよろしいんですか。もっと

適切な言葉があれば。図面の書き直しという言葉で入れる。それは事務的

なものだから、いいのかな。ここで許可を受けて、今度、県にこの図面を

つけて出すんですよね。手順をちょっと説明していただけますか。 

【主  事】  この場で皆さんにご審議いただきまして、基本的に許可相当であると

いうことを定例総会の場で決定していただきまして、それが農業委員会の
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意見として県に書類を送るときの意見書というものにそれを記載して、そ

れと一緒に申請書類一式を県のほうに出すという、そういう流れになって

おります。 

【議  長】  申請者にそういう図面に書きかえていただかないと、県に送るときに

出せないですね。もしここでしっかりと意見を言ってあれば、出し直させ

ることができる。農業委員会の附帯事項とか、いろいろなものが全て、先

ほど事務局が説明した手順に沿って今度は県に送られます。ここでしっか

りと意見の集約をして、採決をさせてもらわないと。今のままですと、申

請のあったままそっくりいきますから。 

【７番委員】  先ほどからいろいろ論議しているんですけれども、南西の仮ベンチマ

ーク、プラスマイナスゼロのところに雨水桝を１個設けるということです

か。 

【４番委員】  一応西側と、資料１－２の図面で行きますと、Ａ－Ａ断面図がありま

すよね。プラス１００と書いてあるところ、これが西側になりますけれど

も、こちら側の境界内側にずっとＵ字溝等を入れていただいて、あと、市

道７５６号線との境界内側にも全てずっと入れて、両方から入れて、それ

で、真ん中あたりというか、端のほうに浸透桝を設けてはいかがですかと

いうことなんですけどね。浸透桝は１箇所ではなく、途中に幾つか設けて

もらったほうが、本来はいいんですけれども。Ｕ字溝を入れていただい

て、通路にはグレーチングでやっていただきたいなと。 

【７番委員】  ここの１１メートル、約１２メートルの出入り口がありますよね。こ

この部分の一部に、先ほど19番委員が言われたように、ある程度の浸透の

舗装をして、そこのあと、出入り口のところにＵ字溝でグレーチングをか

けるという形で。これで、結構防げるんじゃないの。 

【議  長】  南側農地への雨水流水を防ぐための十分な対策をとっていただきた

い、これを意見としてつけさせていただく。技術的なことはここに一々書

けませんから、雨水排水対策を十分とってほしいということが附帯であっ

て、技術的なことは技術屋さんと施工者とのどういう方法をとるかです

ね。 

【19番委員】  浸透式のＵ字溝というのがあるんですよ。浸透性のＵ字溝。 
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【議  長】  技術的にはあるんでしょうね。 

【19番委員】  あるんです。それがその周りとそこに砕石をやって、全部のライン

で、普通のＵ字溝というのは水を吸いませんけど、吸うやつがあるんです

ね。通すやつが。それを使って、車が出入りするところはグレーチング、

あるいは全部グレーチングでもいいんですけど。 

【議  長】  やり方はお任せするとして、私どもがつける条件は、何しろ……。 

【19番委員】  やり方はいろいろあります。 

【議  長】   暫時休憩いたします。 

（休憩） 

【議  長】   それでは再開します。意見のある方。 

【４番委員】  南側の農地への雨水の流出を防ぐために、十分な対策をとっていただ

きたいということをお願いしたいと思います。 

【議  長】  今、４番委員からご意見がございました。対策を十分とってほしいと

いうことを附帯事項としてつけ加えるということで、これを踏まえて採決

を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】  では、今回の日程第１、議案第３９号を承認することに賛成の方の挙

手をお願い申し上げます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、議案第３９号は承認とさせていただ

きます。 

 続きまして、議案書７ページでございます。受付番号５について、事務

局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  議案書７ページです。こちらは、平成２８年第４回海老名市農業委員

会定例総会で許可相当と判断して、平成２８年６月１７日付で県知事の許

可がおりた案件の計画変更でございます。 

 受付番号５、申請地は、杉久保北■■■■■■■■■、登記簿地目、

畑、■■平米、同■■■■■■、登記簿地目、畑、■■■平米、合計、■

■■平米です。市街化調整区域の畑です。転用者は、杉久保北■■■■■

■■、■■■■、土地所有者は、■■■■■■が、横浜市旭区■■■■■
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■■■■■■、■■■■、■■■■■■が、杉久保北■■■■■■■、■

■■■、転用の目的は、自己住宅（農家住宅）、権利の種類は、所有権の

移転です。参考に、４月の定例総会の際に使用したものと同じ資料をおつ

けしております。右上に資料４－１、４－２と書いてあるものです。 

 続けて、補足の説明をさせていただきます。こちらの案件は、計画変更

でございますが、変更した点は、権利の種類が使用貸借権の設定となって

いたものを、所有権の移転にするという点のみでございまして、土地利用

の計画などに変更が生じたものではありません。転用のための資金を法人

から借りる予定だったというものが、借りられなくなってしまい、銀行か

ら融資を受けるということにしたそうですが、銀行より、保証の関係など

から、申し込みの際、土地を本人名義にするよう話があったため、土地を

購入するという形で、所有権の移転に計画を変更したいとのことです。土

地の使い方などにつきましては全く変更がございませんので、説明は省略

させていただきますが、計画変更の手続の仕組み上、農業委員会でご審議

いただき、意見決定を行うということになっておりまして、案件として上

程させていただいております。 

 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。いらっしゃいません

か。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見のある方。ございませんか。 

        （「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５について、採決をさせていただきます。 

 事務局の説明のとおりで承認をするということで、賛成の方の挙手をお

願い申し上げます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号５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２、議案第４０号 相続税の納税猶予に
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関する適格者証明についてを議題といたします。 

 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  この証明は、相続税の納税猶予の特例の適用を受けようとするときに

税務署へ提出する書類の１つです。相続人の要件は、相続税の申告期限ま

でに相続か遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も農業

を継続すると認められる個人であること、被相続人の要件は、死亡の日ま

で農業を営んでいた個人であることです。 

 受付番号１、被相続人は、大谷南■■■■■■■■■、■■■■、相続

開始年月日が、平成２８年２月１日、申請人は、大谷南■■■■■■■■

■、■■■■、生年月日、■■■■■■■■■■、続柄は、養子です。特

例農地等の明細ですが、大谷字■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、

田、市街化調整区域、■■■平米、ほか４筆、議案書のとおりです。３筆

が農振農用地区域内の田、１筆が農振農用地区域内の畑、１筆が市街化区

域内の生産緑地の畑で、田が、■■■■■平米、畑が、■■■■■■■■

平米、合計で、■■■■■■■■平米です。事務局で９月１３日に現地確

認したところ、５筆とも適正に農地として管理されていました。また、平

成２７年の農家台帳では、■■■■さんは農家の経営主であり、専業の農

業従事者として、■■■■さんは兼業の農業従事者として登載されていま

した。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、地区委員の意見をお伺いいたします。５番委員、お願いい

たします。 

【５番委員】  ■■■■さんが亡くなられて、養子の■■さんが継がれるということ

です。■■さんは、会社が定年になられて、今は専業農家として一生懸命

野菜の栽培に従事されております。また、中部営農組合の役員を務めるな

ど、地域の農業にも積極的に参加されており、特に問題はないかと思いま

す。 

 以上です。 

【議  長】  ありがとうございます。この件につきまして質疑のある方。 

        （「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、意見もないようですから、採決をさせていただきます。 

 受付番号１について、採決をさせていただきます。 

 承認に賛成の方の挙手をお願い申し上げます。 

          （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、１０ページ、日程第３、議案第４１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】  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。 

 議案書の９ページ、１０ページです。受付番号１２、被相続人は、中野

■■■■■、■■■、相続人は、中野■■■■■■■■■、■■■、引き

続き農業を行っている期間は、平成２５年８月２９日から平成２８年９月

２７日までです。特例農地等の明細ですが、中河内字■■■■■■■、現

況地目、田、台帳地目、田、市街化調整区域、■■■平米、ほか１３筆、

議案書のとおりです。４筆が農振農用地区域内の田、１筆が農業振興地域

内の田、６筆が農業振興地域内の畑、３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９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】  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から、採決をさせていただきます。 
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 受付番号１２について、承認とされる方の挙手をお願い申し上げます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号１２については、承認とさ

せていただきます。 

 続きまして、議案書１１ページでございます。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、被相続人は、河原口■■■■、■■■■、相続人は、

河原口■■■■■■■■、■■■■■、引き続き農業を行っている期間

は、平成２５年９月２８日から平成２８年９月２７日までです。特例農地

等の明細ですが、河原口■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、畑、市街

化区域内、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりです。４筆とも市街化

区域内の生産緑地の畑で、合計、■■■■■平米です。事務局で９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、受付番号１３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１３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４、議案４２号 相続税の納税猶予に

係る特例農地等の利用状況確認についてを議題といたします。 

 受付番号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】  本件は、税務署からの調査で、相続税の納税猶予を適用後２０年が経

過することによる納税猶予の特例適用農地の利用状況の確認に対して回答

するものです。２０年というのは、相続税の納税猶予の申告期限から２０
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年です。平成２１年１２月１４日までに相続を受けた方のうち、市街化調

整区域内のみについて、農地の相続税納税猶予の特例適用を受けている方

は、相続税の納税猶予額は、２０年営農を続けることで免除となる仕組み

でございました。表の中の申請面積とあるのは、２０年前に相続税納税猶

予を申請したときの面積です。確認面積につきましては、現在の面積とな

っております。 

 受付番号３、相続人は、本郷■■■■■■、■■■■、相続開始年月

日、平成８年７月１日、特例農地等の明細ですが、本郷字■■■■■■■

■、現況地目、畑、台帳地目、畑、■■■平米のうち■■■平米、ほか１

０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９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。特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、受付番号３についての質疑のある方。 

        （「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、意見もないようですから、受付番号３について、承認とさ

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、受付番号３について、承認とさせて

いただきます。 

 続きまして、議案書１３ページでございます。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】  受付番号４、相続人は、座間市入谷■■■■■■■■■■■、■■■

■■■■■■■■、■■■■、相続開始年月日、平成８年５月１１日、特

例農地等の明細ですが、上今泉字■■■■■■■、現況地目、田、台帳地

目、田、■■■平米です。市街化調整区域内の田です。事務局で９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。 
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 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】  意見もないようですので、受付番号４について、承認とされる方の挙

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、受付番号４については、承認とさせ

ていただきます。 

 続きまして、議案書１４ページでございます。受付番号５について、事

務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号５、相続人は、本郷■■■■■■、■■■、相続開始年月

日、平成８年５月２０日、特例農地等の明細ですが、本郷字■■■■■■

■、現況地目、田、台帳地目、田、■■■平米、ほか１３筆、議案書のと

おりです。全て市街化調整区域内の田畑です。事務局で９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】  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から、受付番号５について、承認とされる方の挙

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、受付番号５については、承認とさせ

ていただきます。 

 次に、議案書１５ページ、日程第５、議案第４３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。 
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 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】  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に申し出る

ことができる仕組みがあります。１つ目は、生産緑地に指定されてから３

０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つ目は、農業漁業の主たる従事者が農林漁業に従事することを不可

能とさせる故障を有することとなった場合です。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です。この主たる従事者についての証明願が

提出されました。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には、農林漁業を行う希望者へのあっせんをし

て、あっせんが整わなければ、買い取り申し出を受け付けた日から３カ月

後に行為の制限の解除が申し出者に通知されるということになります。 

 議案書をご覧ください。受付番号４、申請者は、大谷南■■■■■■■

■■、■■■■、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、大谷南■■■■■■■■■、■■■■、申請者は、買取

り申出事由発生者の子です。買取り申出をする生産緑地は、大谷南■■■

■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、畑、面積、■■■■■平米で

す。 

 現地の案内図と写真は、資料２をご覧ください。９月２６日、昨日、事

務局と現地調査班の委員とで現地確認調査をしております。現地は、農地

として適正に管理されていました。また、■■■■さんは、平成２８年の

農家基本台帳では、農業専従で、市内の農業経営主として登載されていま

した。特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 
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【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】  意見もないようでしたら、受付番号４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から、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１６ページ、１７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案件といたします。 

 （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２５の１件と、農地法第５条の受付番号２７か

ら２９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、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になっています。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１６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８月１日から８月３

１日までの間に届出がされたものです。受付番号２５の１件で、畑が１１

５平米、合計、１１５平米です。 

 続きまして、議案書１７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

８月１日から８月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号２７

から２９までの３件で、畑が８４６平米、合計、８４６平米です。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】  質疑のある方。いらっしゃいませんか。 
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        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、この案件につきまして、受付番号２５と、受付番号２７か

ら２９の案件につきまして、一括して承認をさせていただきますが、異議

ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１８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】  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、耕作者のあっせんの希望があった

場合のみ、現地調査をします。 

 議案書１８ページをご覧ください。受付番号１１は、大谷南■■■の■

■■■さんの死亡による相続です。受付番号１１、権利を取得した者は、

大谷南■■■■■■■■■、■■■■、権利を取得した日は、平成２８年

２月１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、大谷南■■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、畑、市街化

区域内、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、この案件につきまして承認とさせていただきま

す。異議ございませんね。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認め、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。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は、本郷の■■■■さんの死亡による相続です。受付番
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号１２、権利を取得した者は、本郷■■■■■■、■■■■、権利を取得

した日は、平成２７年１１月２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、中河内字■■■■■■■、現況地目、田、

台帳地目、田、市街化調整区域、■■■平米、ほか１５筆、議案書のとお

りです。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号１２について、質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、質疑もないようですから、受付番号１２について、承認と

させていただきたいと思いますが、異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、承認とさせていただきます。 

 次に、７．その他について、各委員の皆様からございますか。 

【20番委員】  先月審議した海老名市本郷■■地区の■■■■さんの畑の土の入れ替

えの件の、途中経過の報告なんですけれども、昨日、畑に重機が搬入され

ていまして、今日から土の入れかえが始まった形です。今のところ、まだ

掘って間もないので、特に問題はないかと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  今、20番委員から説明がございました。ご質疑のある方、いらっしゃ

いますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  では、今の説明ということで。また次回、よろしくお願いいたしま

す。 

 ほかにございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  委員からないようでございますが、事務局から何かありますか。あり

ませんか。 

 ないようでございますので、２番委員から閉会の挨拶をお願いいたしま

す。 
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【２番委員】  久しぶりに晴れまして、やっと繁忙期に入りました。きょうはお忙し

い中、ありがとうございました。これにて終了いたします。 

（終了 午後２時４５分） 


