
平成２９年第１回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２９年１月２５日

                           １３時３０分～１６時２０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２９年第１回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２９年１月２５日「平成２９年第１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１３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  

 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１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２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 日程第３ 議案第３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４号 農用地利用集積計画（案）について 

 日程第５ 議案第５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６ 議案第６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 

 日程第７ 議案第７号 農地法第３条の下限面積に代わる「別段の面積」の設定につい

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  農地の賃借料情報について 
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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】  ただいまの出席委員は１３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、12番委員、13番委員を指名させていただ

きます。 

 それでは、４．報告事項の３ページから５ページの（１）活動状況、

（２）農地の異動状況、（３）県許可の状況について、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申し上げます。よろしゅうございますね。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、この程度にさせていただきたいと思います。 

 本日は傍聴の希望者がいらっしゃいます。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、よって、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の付議事項に入らせていただきます。 

 議案書６ページ、日程第１、議案第１号 農地法第３条の規定による
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許可申請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、規定しています。これは、権利の設定、移転の機会を捉えて、

農地が資産保有目的、投機目的の対象として、農業者以外の者によって

取得されないようにするとともに、生産性の高い農業経営者によって効

率的に利用されることにより、農業生産力の維持拡大を図ることを趣旨

としたものです。 

 受付番号１、申請地は、杉久保字■■■■、台帳地目、田、現況地

目、田、■■■平米、同■■、台帳地目、田、現況地目、田、■■■平

米、杉久保字■■■■■■、台帳地目、田、現況地目、田、■■■平

米、杉久保北■■■■■■■■、台帳地目、畑、現況地目、畑、■■■

平米です。農業振興地域内の田畑で、田が■■■■■平米、畑が■■■

平米、合計、■■■■■平米です。譲受人は、杉久保北■■■■■■■

■、■■■■■、持分９分の４、■■■■■、持分９分の３、■■■

■、持分９分の２、譲渡人は、杉久保北■■■■■■■■、■■■■

■、持分９分の２、■■■■■、持分９分の３、埼玉県新座市野火止■

■■■■■■■■■■■■、■■■■、持分９分の２、国分北■■■■

■■■■、■■■■、持分９分の２、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１－１と１－２をご覧く

ださい。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局の説明が終わりました。地区委員の意見をお伺いいたします。11

番委員。 

【11番委員】  ■■さんのところでは、現在、トラクター１台、耕耘機１台、田植機１

台、軽トラック等を所有しておりまして、■■さんの年間従事日数が１

６０日という届出があります。よって、別状はないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 
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【主  事】  今、11番委員からご説明があったことと重複する部分もあるかと思いま

すが、補足説明をさせていただきます。 

 こちらはご兄弟で共有している農地につきまして、農業経営を実際に

行っている■■さんの世帯へ持分を移転したいという申請です。譲受人

の■■さんの世帯の農家としての状況は、■■■さんと、■■■さんの

夫の■■さんの２人が農業従事者だそうです。農業経営主は、■■■さ

んのお母さんの■■■さんという方ですが、■■■さんはご高齢のた

め、現在は農作業に従事はしていないそうです。■■さんの世帯の農業

従事の状況ですが、■■■さんの農作業経験年数は４０年、農業従事日

数は、年間３０日、また、■■■さんの夫の■■さんの農作業経験年数

は３５年、農業従事日数は、年間１６０日だそうです。■■さんの世帯

の農業経営面積は、田を■■■■■平米、畑を■■■■■■■■平米、

合計で■■■■■■■■平米耕作されています。機械は、トラクター、

耕耘機、田植機、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、申請書にも記載があり

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お伺いしたいと思いますが、４番委員

がご病気ということで、おくれて出てこられるということですので、副

班長の17番委員、お願いします。 

【17番委員】  ■■さんのことなのですけれども、問題はないと思います。ちゃんと耕

作されております。 

【議  長】  それでは、この件につきまして、質疑を受けますが、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、採決をさせていただきますが、よろしゅうございますか。 
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 それでは、日程第１、議案第１号、受付番号１につきまして、承認と

いう方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  全員賛成ということでございますので、日程第１、議案第１号、受付番

号１につきましては、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号２について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  受付番号２、申請地は、上郷字■■■■■■■、台帳地目、田、現況地

目、田、■■■平米です。農業振興地域内の田です。譲受人は、上郷■

■■■■■■、■■■■、譲渡人は、上郷■■■■■■■、■■■■、

持分２分の１、■■■■、持分２分の１、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】  地区委員の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  ■■■■さんにつきましては、現行、■■■■さんの長男ということ

で、後継者ということです。休日等、よく手伝っておられるので、特に

問題ないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  ■■さんの農家の世帯としての状況を説明させていただきます。 

 農家の世帯としての状況は、■■さんと父の■■さん、■■さんの母

の■■さん、■■さんの祖母の■■さんの４人が農業従事者だそうで

す。経営主は、父の■■さんです。■■さんの世帯の農業従事の状況で

すが、■■の農作業経験年数は８年、農業従事日数は、年間６０日、■

■さんの父の■■さんの農作業経験年数は４１年、農業従事日数は、年

間２００日、■■さんの母の■■さんの農作業経験数年は２０年、農業

従事日数は、年間２００日、■■さんの祖母の■■さんの農作業経験年

数は７０年、農業従事日数は、年間２００日だそうです。■■さんの世

帯の農業経営面積は、田が■■■■■■■平米、畑が■■■■■■■■
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平米、合計、■■■■■■■■■■平米です。機械は、トラクター、耕

耘機、田植機、コンバインなどを所有しています。また、地域集落の取

り決めに従い、支障の出ないよう耕作を行う旨、申請書に記載がありま

す。機械の面、労働力の面、技術の面のどれから見ても、譲受人として

問題ないと思われます。そのほか、許可をすることができない場合が定

められている農地法第３条第２項各号に該当する項目はありません。こ

れらから、この案件に関しまして、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見でございますが、かわりに17番委員、お願いしま

す。 

【17番委員】  田んぼとして耕作されて、管理されております。特に問題はありませ

ん。また、息子さんが跡を継ぐということで、特に問題はございませ

ん。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、この件につきまして、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますが、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、日程第１、議案第１号、受付番号２

について、採決させていただきます。 

 受付番号２について、賛成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２については、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２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】  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、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
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の安定を図ることを趣旨としたものです。 

 受付番号１、申請地は、上郷字■■■■■■■、登記簿地目、田、■

■■平米、現況は、市街化調整区域の畑です。転用者は、横浜市西区み

なとみらい■■■■■■■、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■、■■■■■■■■■■■、■■■■■支社長、■■■■、土地所有

者は、上郷■■■■■■■■■、■■■■、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、土地利用計画図及び造

成計画の断面図、コンクリートブロック土留めの構造図をお配りしてお

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。２番委員。 

【２番委員】  今回、この駐車場の申請につきましては、資料３－１のとおり、上郷の

■■地内ということで、今現在、新しくできている扇町ですね、ららぽ

ーとなんかがある、あの辺の近くの一角ということで、このところに社

用車の専用駐車場が欲しいということです。今回、１月に申請を出され

ましたが、１２月に１回、事務局のほうから事前の相談がありまして、

このときの計画では、市道２８２号線を利用した計画がありましたの

で、これについて、私のほうの意見としては、ちょっと無理があるんじ

ゃないかということで。今現在、仮称ですが、ここに市道上郷河原口線

を海老名市が新しくつくっておりますが、これが今年度４月に供用開始

になります。供用開始になったときに、また申請を出し直して、計画を

練り直してくれということで、今回、この申請に至ったわけです。あと

は今回の図面等を見まして、特に問題ないと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  補足説明の前に、今、２番委員からもお話がありましたが、こちらの案

件が今回こういった計画で申請に至った経過につきまして、少しご報告

をさせていただきます。 

 資料３－１と３－２の写真などを現地の状況を写真でごらんいただき
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ながら、お聞きいただければと思います。 

 当初、１２月の定例総会でご審議をいただくようなスケジュールで申

請者と調整を行ってまいりましたが、当初の計画では、許可を受けてか

ら西側の道路の供用が開始されるまでは、東側の市道から出入りをする

という形で計画がされていました。しかし、東側の市道に関しまして

は、車両が通行できる幅が２メートル強と狭いというところと、舗装さ

れているものでもない道路であるため、日常的に車が出入りするなどす

ると、道路が崩れてしまったりですとか、周辺の営農条件に悪影響を及

ぼす可能性があるというところから、計画を考え直していただけないか

ということを、特に地区担当委員の２番委員にもご尽力をいただきまし

て、働きかけを行ったところでございます。その結果、今回は東側から

の出入りは一切しないということで、西側、（仮称）市道上郷河原口線と

いう道路が供用開始されてから、駐車場は使用開始するという計画に変

更がしてあります。また、そのような形で案件として上程をさせていた

だいております。 

 なお、西側の市道の供用開始前に、スケジュールとしましては、許可

がおりたとしましても、工事車両の出入りに関しても、やはり東側から

行ってしまうと、道が崩れてしまうとかという可能性もございますの

で、東側からは工事車両の出入りもしないというところは約束しており

まして、工事に関しましても、計画としましては、西側の市道を供用開

始後、具体的には４月１日以降の予定というふうに聞いておりまして、

その日以降で工事も開始するということで、申請書にも記載がございま

す。 

 以上が、本案件が申請に至るまでの経過でございます。 

 補足説明を加えてさせていただきます。転用者である■■■■■■■

■■■■が、自社の社用車の置き場として新しく駐車場を整備したいと

いう申請です。厚木市ですとか、大和市などに事業所がございますが、

それがことしの１月に海老名の事業所に統合されるということに伴いま

して、社用車を置く駐車場が不足状態にあり、農地転用して駐車場を確

保したいとのことです。申請地の選定の理由としましては、こちらの土
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地は、事業所から徒歩で７分という立地でございまして、１７台分の駐

車スペースも確保できるということ、また、事業所の周辺、徒歩圏内な

どでほかに適地がないか探したそうですが、条件に合う土地が見つから

なかったということから、当該地での申請に至ったそうです。 

 資料３－１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、申請地からおおむね５００メートル以内にＪＲ海老名駅があるこ

とから判断されます。第２種農地は、農地転用が申請にかかる農地にか

えて、周辺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

となる立地の区分でございます。本案件につきましては、条件に合うよ

うな適地を事業所周辺に探したそうですが、見つからなかったという旨

が理由書にも記載がございますので、代替性はないと考えます。 

 資料３－３の土地利用計画図及び断面図をご覧ください。こちらの図

面は、上が北の方角になっております。申請地全体を整地、転圧し、砕

石で舗装し、周囲をコンクリートブロックで囲って、１７台分の駐車場

を整備します。また、先ほどと同じ説明になってしまいますが、西側の

図面の左側のほうに（仮称）上郷河原口線という新しい市道の工事をし

ているようなところがありまして、申請地の前面から少し南側の先まで

の道路の形態としては、現在でき上がっているような状況ではあるので

すが、その先は現在工事中でございます。まだ供用は開始されていない

というような状況です。４月１日ごろから供用開始予定ということを道

路の担当課から聞いておりまして、農地転用としましては、市道の供用

開始後に使用を開始し、この（仮称）上郷河原口線からのみ出入りをす

るという計画で、図面にも、西側道路供用開始後使用開始予定と記載が

ございます。北側の農地との境には、コンクリートブロック３段とフェ

ンスを設置、西側、南側は市道に面しており、コンクリートブロック３

段で土留めを行います。 

 具体的な境界の部分の処理に関しまして、資料３－４をご覧くださ

い。こちらはコンクリートブロックの土留めの構造図がございます。特

に土留め部分を拡大した図面が、右側のほうにございます。申請地の高
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さ、土留めのすぐ左側、少し数字が小さくなってしまって恐縮なのです

けれども、100.30というふうに数字が書いてあります。こちらが申請地

の計画高ということになっていまして、土留めの右下のほうを見ていた

だくと、隣接地の高さ、99.79という数字が入っているのがあるのではな

いかと思います。隣地との高低差は、場所により細かい差はあります

が、約５０センチメートルでして、コンクリートブロック３段の施工を

行うため、頭は１０センチほど出るという計画で計画されています。 

 資料３－３に戻っていただきまして、雨水の排水計画についてです。

先ほど申し上げましたとおり、申請地は砕石で舗装するということで、

敷地内で雨水は浸透処理をする計画となっております。また、申請地の

北側、境界の際のところですが、現況の西側から東側へ水が抜けるよう

に、今現在、素掘りで水が通るような道がありまして、こちらの排水機

能は生かすようにしたということで、申請地の北側のほう、図面のほう

も申請地の北側は端のほうですが、新設暗渠排水パイプと文字で書いて

あるところがあります。パイプを通しまして、ますでつなげて、東側の

排水路へ出るというような計画がされています。 

 また、昨日、現地調査班で事前に現地調査をしていただいた中で、２

点確認事項がございました。 

 １点目が、申請地の北側の境界の位置がどこにあるのかということ

で、具体的には申請地の北側のほうに畦畔が通っているのですが、そち

らの畦畔がなくなってしまうのかどうなのかというような確認がありま

した。昨日、転用者へ確認をしたところ、畦畔はそもそも北側の農地の

所有者のものということでして、境界自体はそれよりも南側にあるとい

うことですので、畦畔に変更を加えるということはなく、それはそのま

ま機能を維持するために残るということでした。 

 ２点目は、東側の、こちらは水路用地――官地になっているのですけ

れども――の草刈りを誰が行うのかというお話がございまして、現在、

そこの土地の草刈りを行っているのがどなたかとかという部分が不明瞭

であるため、まだはっきりしたことは申し上げられなくて恐縮なのです

けれども、申請者、地主へ確認いたしまして、調整を行いたいというふ
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うに考えております。 

 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】  ただいまの説明に対しまして、現地調査班長の意見をお伺いいたします

が、かわりに17番委員。 

【17番委員】  現地には境界杭がはっきりしていないもので、それを確認してもらいた

いと思っております。それと、東側の排水路のところの草刈り、管理を

行ってもらいたいと思っております。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、この案件につきまして、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、日程第２、議案第２号、受付番号１

を採決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、賛成

の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、日程第２、議案第２号、受付番号１に

つきましては、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号２について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  受付番号２、申請地は、中新田■■■■■■■、登記簿地目、田、面

積、■■■■■平米です。現況は、市街化調整区域、農業振興地域内の

田です。一時転用者は、綾瀬市寺尾北■■■■■■■■■、■■■■■

■■■、代表取締役■■■、土地所有者は、中新田■■■■■■■■

■、■■■■、転用の目的は、農地造成のための一時転用です。客土

し、田から畑にします。権利の種類は、使用貸借権の設定です。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、造



12

成計画の平面図と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、地区委員の意見をお伺いいたします。６番委員、お願いい

たします。 

【６番委員】  この案件は、海老名運動公園周辺地区土地区画整理事業の関係で、１１

月の総会で、３条の権利移動について承認をいただいた農地でございま

す。現況といたしましては、田んぼで利用されていた土地を盛り土し、

畑地として耕作するものです。 

 資料４－２をご覧ください。現在施されているコンクリート畦畔を撤

去し、四方を鉄筋を入れたコンクリートブロック４段積みで施工するも

のです。この土地への出入り口は、市道４０９号線からコンクリート打

ちのスロープを設置し、出入りをするとのことです。要綱に従いまし

て、盛り土は最寄りの道路面から３０センチ上がりますが、コンクリー

トブロックの天端から１０センチ下がる施工であり、周辺への土の流出

を防止するとのことであります。盛り土の土につきましては、土地区画

整理事業地内から搬入することになっております。■■さんの営農計画

書では、この土地にジャガイモ、サトイモ、ネギ、キャベツ、ダイコ

ン、ハクサイを作付する計画となっております。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  この一時転用の許可申請は、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、神奈川県では農地法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。この後、報告案件として、議案書、あとのほうに、農地造成工事

施工届出書についてという項目が、法に基づく許認可の審議によらない

案件としても出てまいりますが、同じ田を畑にする農地造成でも、５条

の一時転用許可を受けるか、農業委員会に届出をするということで済む
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のか、その手続の違いは、県の要綱で定められているものでございま

す。県の要綱では、農地造成については、軽易な農地造成を除き、農地

法の規定に基づく一時転用許可を要するとされておりまして、軽易な農

地造成は、耕作中断期間がおおむね３カ月以内、かつ農地造成面積が

1,000平米以内で、かつ盛り土、切り土、または掘削の深さがおおむね１

メートル以下のものと定義されています。この案件のみ、面積が1,000平

米を超えてしまっているので、別の整理になっていますが、農地造成と

いうことでございます。 

 農地造成については、どの立地区分でもできるものではあるのですけ

れども、農地転用という枠組みの性質上、農地の立地区分を確認してい

ただきたいと思います。資料４－１の左下の図面をごらんいただければ

と思います。今回の申請地については、第３種農地と判断できるところ

でございます。これは、市街化地域から申請地までが住宅の用もしくは

事業の用に供する施設、または公共施設もしくは公益的施設が連たんし

ていることから判断されるものです。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。造成計画については、６番委員がご説明いた

だいたとおりでございます。高さについては、現況からおよそ７０セン

チの盛り土をすると、前面の出入りに使う西側の市道４０９号線からは

３０センチの高さになるということでございます。 

 北側の道路からも３０センチぐらい高くなる計画で、東側の中央排水

路沿いの道路からは３５センチぐらい低い計画になっているのですけれ

ども、資料４－３の断面図をごらんいただくと、下の長いほう、Ａ－Ａ´

の断面が東西に切った断面でして、東側の排水路がちょうど枠からはみ

出るあたりです。そこから下がってはいるのですけれども、１回下がっ

た後、また上がるという形で、やはり土留めが必要ということで、土留

めを計画していただいています。四方全部にコンクリートブロック４段

積みの土留めが設置される計画です。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、一時転用やむなしと思われます。 

 また、隣接農地の所有者から、この造成計画についての同意書が提出
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されていることを申し添えます。 

 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が、４番委員にかわ

りまして、17番委員。 

【17番委員】  現状は不耕作地でありますが、申請者が今後作付け管理されるので、問

題はないと思います。 

【議  長】  それでは、この案件につきまして、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

【16番委員】  今の説明をお伺いしたところによると、農地造成届出と５条許可の差と

いうのが、面積というのがあったのですけれども、この場合、３種農地

ですから、５条の許可になると思うのですが、例えば１種農地で1,000平

米以上の場合というのは許可できるのでしょうか。基準から言うとちょ

っと厳しいのではないかというふうに思ったので、お伺いしたいのです

けど。 

【主  事】  第１種農地でしたり、あるいは農用地区域内の場合でも、農地造成は、

結論から言うと、できるものということで、一時転用許可を受けられる

と考えております。それは、一時転用であり、かつ、また、場所に代替

性がない、ということから来るものでございます。その土地を持ってお

られて、その土地を耕作したい方が、その土地に土を入れるということ

については、ほかの場所ではできないものだと考えていまして、代替性

がないというところ、また、一時的に耕作しない土地であるという整理

をしますが、必ず農地に復元されるものであるというところ、この２点

を根拠に、できるものという整理をいたします。 

 以上でございます。 

【16番委員】  了解しました。 

【議  長】  ほかに。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ほかに意見もないようでございますので、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。 
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 それでは、日程第２、受付番号２についてを採決させていただきま

す。 

 この案件につきまして、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、日程第２、受付番号２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３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、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１、被相続人は、中新田■■■■■■■■■、■■■■、相

続人は、中新田■■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行って

いる期間は、平成２５年１１月３０日から平成２９年１月２５日までで

す。特例農地等の明細ですが、大谷字■■■■■■■、現況地目、田、

台帳地目、田、市街化調整区域、■■■平米、ほか５筆、議案書のとお

りです。全て農業振興地域内の農地で、特に番号１から３までは、農振

農用地の田です。番号４と５は畑、６は田んぼで、合計、■■■■■平

米です。事務局で１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】  ただいま事務局から説明が終わりました。この案件につきまして、質疑

のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見もないようでございますので、採決をさせていただきた

いと思いますが、日程第３、議案第３号、受付番号１を承認される方の
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挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、日程第３、議案第３号、受付番号１に

つきましては、承認とさせていただきます。 

 続きまして、日程第３、議案書９ページでございます。受付番号２に

ついて、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号２、被相続人は、杉久保■■■■■■、■■■、相続人は、杉

久保南■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間

は、平成２５年１２月２６日から平成２９年１月２５日までです。特例

農地等の明細ですが、杉久保南■■■■■■■■■、現況地目、畑、台

帳地目、畑、市街化区域内、■■■平米、ほか５筆、議案書のとおりで

す。３筆が生産緑地の畑で、３筆が市街化調整区域内の畑です。合計、

■■■■■平米です。事務局で１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。この案件につきまして、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、日程第３、受付番号２についてを採

決させていただきます。 

 この案件について、賛成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、日程第３、受付番号２については、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が、日程第４、議案第４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。 

 議案書１０ページ、受付番号１について、提案説明を事務局からお願

い申し上げます。 
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【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（案）を上程します。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、それに基づき、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ます。 

 議案書をご覧ください。受付番号１、借り手は、大谷南■■■■■■

■■、■■■■、貸し手は、伊勢原市石田■■■■■、■■■■、貸し

借りする農地は１筆で、大谷字■■■■■、田、■■■平米です。貸し

借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間

は、平成２９年２月１日から平成３３年１２月３１日までの５年です。

農振農用地区域内の新規の計画で、借り手は、市内の認定農業者です。 

 補足説明を続けて行います。１月１３日に事務局で現地確認をしたと

ころ、現地は農地として管理されていました。農用地利用集積計画の法

定要件が定められている農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要

件を満たしており、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  ただいまの案件につきまして、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、採決をさせていただきます。 

 日程第４、議案第４号、受付番号１を賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございますので、よって、日程第４、議案第４号、受付番号

１につきまして、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号２について、提案説明をお願いいたします。事

務局、お願いいたします。 

【主  事】  受付番号２、借り手は、下今泉■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、下今泉■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農用地は２筆

で、上今泉字■■■■■■■、田、■■■平米、同■■■■■■、田、
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■■■平米、合計、■■■■■平米です。貸し借りの種類は、賃借権の

設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、平成２９年２月１日から

平成３８年１２月３１日までの１０年です。借賃は、２筆で年額１万500

円、借賃の支払い方法は、年末に現金一括払いです。農業振興地域内の

新規の計画で、借り手は、市内の認定農業者です。 

 補足説明を続けて行います。１月１３日に事務局で現地確認をしたと

ころ、現地は農地として管理されていました。農用地利用集積計画の法

定要件が定められている農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要

件を満たしており、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。この案件につきまして、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から、採決に移らさせていただきたいと思

います。 

 日程第４、受付番号２について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございますから、この案件につきましては、賛成とさせてい

ただき、承認をさせていただきます。 

 続きまして、日程第４、受付番号３について、提案説明を事務局から

お願いいたします。 

【主  事】  受付番号３、借り手は、中新田■■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、綾瀬市寺尾台■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は１

筆で、中新田字■■■■■■■、田、■■■平米です。貸し借りの種類

は、賃借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、平成２９年

２月１日から平成３３年１２月３１日までの５年です。借賃は、年額１

万円、借賃の支払い方法は、年末に現金一括払いです。農業振興地域内

の新規の計画で、借り手は、市内の農業者です。 

 補足説明を続けて行います。１月１３日に事務局で現地確認をしたと
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ころ、現地は農地として管理されていました。農業経営基盤強化促進法

第１８条第３項の各要件を満たしており、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。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、日程第４、議案第４号、受付番号３

について、採決をさせていただきます。 

 賛成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３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が、受付番号４につい

て、提案説明をお願いいたします。事務局、お願いいたします。 

【主  事】  受付番号４、借り手は、中新田■■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、東京都世田谷区豪徳寺■■■■■■■■■、■■■、持分２分の

１、中新田■■■■■■■■■、■■■■、持分２分の１、貸し借りす

る農地は、中新田■■■■■■■、田、■■■平米です。貸し借りの種

類は、賃借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、平成２９

年２月１日から平成３３年１２月３１日までの５年で、借賃は、年額１

万円、借賃の支払い方法は、年末に現金一括払いです。農業振興地域内

の新規の計画で、借り手は、市内の農業者です。 

 補足説明を続けて行います。１月１３日に事務局で現地確認をしたと

ころ、現地は農地として管理されていました。農業経営基盤強化促進法

第１８条第３項の各要件を満たしており、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  日程第４、議案第４号、受付番号４について、提案説明が終わりまし

た。質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 



20

【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が、賛成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、この案件につきましては、承認とさせ

ていただきます。 

 続きまして、受付番号５についてですが、今回、借り手の■■さん、

新規就農の方でございますが、審議に入る前に、ご本人を呼んでおりま

すので、■■さんより利用計画のプレゼンをしていただき、質問等があ

れば皆さんに聞いていただきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

【事務局長】  今回、新規就農ということで、ご本人においでいただいていますので、

別冊にご用意しています計画書で説明させていただきますので、後ほど

質問等をしていただければと思います。お願いします。 

【議  長】  ただいま、■■さんが着席されました。事務局から■■さんの紹介を含

めまして、説明をお願いしたいと思います。 

 事務局、お願いいたします。 

【事務局長】  それでは、新規就農で、農地の貸借を予定しております■■■さんでご

ざいます。別冊の資料５－１をごらんいただきたいと思います。■■さ

んが作成されました営農計画書等がございますので、それを参照しなが

ら、■■さんのこれからの取り組みについても、ご本人にお話、プレゼ

ン等をしていただきたいと思っております。 

 それでは、■■さんに簡単に自己紹介を兼ねて営農計画書に基づいて

お話をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

【■■ ■】  神奈川農業サポーターの■■です。よろしくお願いします。 

 それでは、営農計画書に基づいて説明させていただきます。 

 私自身の話も、最後のほうに、過去の農業経験のところで話をさせて

いただきたいと思います。今回、賃借権の設定により、農地を借りて新

規就農したいので、営農計画書を提出いたします。 
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 概要といたしましては、賃借権の設定により農地を借り、少量多品種

の露地野菜を栽培し、年間を通して直販所での販売を行う。現在借用を

予定している農地は、海老名市門沢橋にある約６アールの農地で、イン

ゲン、カボチャ、ダイコンなどの露地野菜を栽培し、就農時の年間所得

１１万円を目指す。販売先は地元直販所のほか、固定客が得られるよう

な販売ルートを開拓したいと考えております。 

 就農時における目標は、就農時期は、平成２９年２月、経営形態は、

個人経営で、作物は、露地野菜、インゲン、カボチャ、ダイコンなどで

す。３年後、５～７年後の目標については、就農時は、先ほど述べまし

たように、６アールの営農面積で、想定収入が３７万円で、想定費用が

２６万円で、収支１１万円を考えておりますが、３年後には、１５アー

ルで、収入が９３万円、費用が６６万円、収支２７万円、５～７年後

で、営農面積が６０アール、収入が５３１万円、費用が２６４万円で、

収支２６７万円を考えております。 

 ３枚目に主要作物作付け体系図、４枚目から６枚目に収支の計算書を

添付しております。収支の計算は、作物別・作型別経済性標準指標一覧

表を用いて計算しておりますが、就農時、３年後は技術力は低いと思い

ますので、収入を７０％として、５～７年後には技術力が上がったもの

として、収入を１００％、一覧表のとおりで計算しております。 

 家族構成は、■■■、本人、５７歳で、単身です。職業は、無職、就

農時の農業従事日数は、２００日を考えています。現在は、横浜在住

で、今回、借用を予定している畑まで車で５０分ほどかかっておりま

す。就農時の農業従事日数は、２００日を予定しておりますが、ほかに

仕事をしているわけではないので、農地面積が拡大するのに伴って、日

数をふやすことを考えております。 

 ２枚目に行きまして、所有農地は、現在のところございません。取得

（借入れ）を予定している農地は、海老名市門沢橋■■■■■■■■、

地目は畑で、面積は■■■平米です。 

 農機具の保有状況ですけれども、車軸ローター式耕耘機１台、刈払機

１台を所有しております。このほか、生産用の資材１式、農業用噴霧器
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も所有しております。 

 これから私の経歴、農業経験等をお話しさせていただきます。私はも

ともとメーカーの技術者でございましたが、リーマンショックのときに

リストラされて以来、定職にはついておりません。平成２３年から現在

まで、オープンファームに参加しております。オープンファームは、地

元農家の指導のもとに十数名の会員が共同作業で野菜づくりを行ってお

ります。今回、借用を予定している農地は、オープンファームの活動場

所から川を隔てた向かい側のところにありまして、人手が不足したよう

な場合には、オープンファームの会員の手助けが得られるものと期待し

ております。オープンファームは共同作業なのですけれども、平成２６

年から現在まで、神奈川県の中高年ホームファーマーという制度に当た

りまして、ホームファーマーをやっております。ことしで、現在、３年

目です。こちらは、オープンファームと異なって、一定の面積を個人で

作付して、野菜づくりを行うもので、１年目が１００平米、２年目が３

５０平米で、３年目のことしは５２０平米の農地で、露地野菜の栽培を

行っております。 

 最後の３ページに、中高年ホームファーマーでの研修履歴を添付して

あります。 

 さらに平成２７年に神奈川県農業サポーターの認定を海老名市で取得

して、就農準備を進めてまいりました。認定証のコピーを７枚目に添付

してあります。今回、門沢橋にて６アールの農地を借りて就農したいと

考えておりますので、承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■■さんから説明をお伺いいたしました。皆さんよりご質問が

ありましたら、遠慮なく質問していただきたいと思います。 

【９番委員】  資料を前もっていただいていますので、ちょっと見させていただいたの

ですけれども、この中で、つくられた作物を農協で売る、あるいはネッ

トで売るというふうに書いてあるのですが、准組合員になってというふ

うに書いてあるのですけれども、海老名のほうに越されるのでしょう

か。住所をこちらに移して作業されるのですか。 



23

【■■ ■】  今のところ、そうは考えていないのですけれども、事業がうまくいっ

て、実際に６０アールとか、かなり大きな面積を作付するようなことに

なれば、それなりに活動する拠点、少なくとも倉庫を借りるとか、そう

いう活動する拠点は必要になってくるとは思っております。 

【９番委員】  というのは、直売所を利用する場合には、准組合員、あるいは正組合員

にならないと利用できないんです。それはご存じだと思うんですが。准

組合員の場合には、さがみ農協になっていますから、７市１町の中に勤

務地があるのか、あるいは住所があるのかということに、要件がそうい

う要件になっているものですからね。ご存じだと思うんですが。なの

で、調べた中では、准組合員には多分なれないんですよ。住んでいない

と。だけど、農地を３アール以上耕作している場合には、横浜に住んで

いても、農協の場合には、正組合員になれるんですよ。だから、特に越

さなくても問題はないと思うのですけれども、ただ、農協のほうがそれ

で引き受けるかどうかという部分も、私はわかりませんけれども、ある

と思います。ただ、准組合員にはなれないけれども、正組合員にはなれ

るというのがあるんですね。 

 それと、これが１１万円の収入で、横浜の青葉区から毎日通って、合

うのかなという部分が、将来を見ればいいんですけれども、５７歳で、

果たしてそれだけの面積をやっていって、採算が合うのかな、本当に趣

味で終わってしまうんじゃないかなという、ちょっと心配があるのです

けれども、その辺はどうなんですか。 

【■■ ■】  やはり最初から広い面積をやるというのはかなり難しいと思っています

ので、初年度から少なくとも数年は赤字かなというふうには考えており

ます。それぐらいは経済的には大丈夫で、問題だと思っていません。た

だ、将来的には、面積を広げていかないといけないので、そうなったと

きに、実際にこっちに越してくるとか、何らかのことは考えないといけ

ないと思っているのですけれども、初年度はやっぱり、最初から、トー

タルで利益が十分得られているというふうには思っていないです。実

際、車で来ているので、しばらく持ち出しになるのはしようがないかな

というふうには考えています。 
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【９番委員】  相当の覚悟がないとできない。残る人は全体の１割で、９割はやめてい

っちゃうという話も聞いたんですよ。そういう研修を受けて、農業を目

指して、やられたんだけれども、実際に通ってやるとなると、将来、若

くなるならいいけれども、だんだん年をとってくるとなると、それが苦

痛になってきて、結果的には農業サポーターをやめてしまうというふう

な話も聞いている。実際に残る人は１０％だよという話をちょっと聞い

たことがあるんですよ。だから、そういうふうにならないように、ひと

つ頑張ってもらいたいというふうに、私なんかは期待しているんです。

よろしくお願いします。 

 以上です。 

【12番委員】  私もこういうのを見ていて、いいなと思うんですけれども、生活面で大

丈夫なのかなとすごく心配しちゃうんです。相当の金の蓄えがなけれ

ば、１１万円が２年間ぐらい続くわけですね。３年からまた２７万円、

これじゃ生活できないですね。そういうすごく心配があって、９番委員

が言われたように、続くのかなという心配がすごく大きいんです。 

【■■ ■】  その辺は私も無職になってから結構長いので、実際のところ、無職なん

ですけれども、収入がないわけじゃないんですよね。どこで収入を得て

いるかというと、実際には金融収入があるんですけれども、余りこうい

う話というのは人前でするようなことでもないんですけれども、例えば

賃貸のマンションを幾つか持っていて、それの家賃収入が入ってくると

か、そんな形での収入自体はあるので、それで、ここで農業のほうでの

収入が最初のうち少ないというのは、それは耐えられるかなとは思って

おります。 

【12番委員】  わかりました。頑張ってください。 

【議  長】  ほかにございますか。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がないようでしたら、■■さんには退席をしていただきますが、そ

れでよろしゅうございますか。 

 じゃ、■■さん、ありがとうございました。 

【■■ ■】  どうもありがとうございました。よろしくお願いします。 
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【議  長】  また後ほど、結果は、事務局からお知らせ申し上げます。 

       （■■氏退席） 

【議  長】  質疑を終了させていただきたいと思いますが、■■さんには今退席をし

ていただきました。 

 それでは、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】  議案書の１１ページをご覧ください。受付番号５、借り手は、横浜市青

葉区田奈町■■■■■■■■■■、■■■、貸し手は、門沢橋■■■■

■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、門沢橋■■■■■■■■、

現況地目、畑、■■■平米、貸し借りの種類は、賃借権の設定、利用目

的は、普通畑、貸し借りの期間は、平成２９年２月１日から平成３１年

１２月３１日までの３年で、借賃は、年額6,000円、借賃の支払い方法

は、年末に現金一括払いです。農業振興地域内の新規の計画です。事務

局で１月１３日に現地を確認したところ、現地は農地として管理されて

いました。農業委員と、あと、農地利用最適化推進委員の皆様には、審

議の主な観点というところをお伝えさせていただいて、総合的な判断を

していただきたいと考えております。審議の主な観点としては、農業を

始める準備が整っているかというところと、あと、農地の有効利用と農

業経営の規模拡大等に資するものであるかという２つが挙げられます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。この件につきまして、質疑のある方。 

【９番委員】  私は賛成してもいいかなという感じなんですが、ただ、この後の管理、

果たしてその人がずっときちっと耕作していくかという、農業委員会で

許可を出しますといった場合には、やはりそれなりの責任があると思う

んですよ。ほったらかしでは困るということになりますので、年に１回

は、ちゃんと耕作しているのかどうかというのを、そういう届けという

のはあるんですか。 

【主  事】  実は、一番最初に■■さんが、農業サポーターとおっしゃっていたと思

うんですけれども、そこについて補足をさらにさせていただければと思

っております。実は神奈川県の農業サポーター事業というのを使って話
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が出てきているものでございまして、お話の中にあった中高年ホームフ

ァーマーという県の開設している研修つきの市民農園のような制度を３

年やられて、その後、さらに自分の責任で農地を直接借りてやっていき

たいという方を後押しするような制度が、県でやっている農業サポータ

ー制度というものでございます。神奈川県の農業サポーター制度は、当

初、３年というところを想定しているのですけれども、営農指導員を地

域の方にお願いして置くということになっておりまして、これから営農

指導員、どなたかお願いして、やっていただくということをする予定で

ございます。農業委員会が面倒を見るということにはならなくなってし

まうのですけれども、営農指導員の方が誰かつくという情報が１つござ

います。 

 以上でございます。 

【９番委員】  資料を見たことがあるのですけれども、農業サポーターの支援というん

ですか、販売は自分でやりなさいよということで、要するにいろいろな

作物をつくる研修については、いろいろバックアップしてあげますよ、

だけど、販売とか、そういうものは、あなたにお任せしますよというこ

とで、さじを投げられちゃうんですよ。果たしてそれは今度は逆に言う

と、農協かなんかの営農指導の職員がそこに行くということなんです

か。営農指導員というのは、県の職員なんですか。サポーターをするフ

ァーマーとか、そういうところから来るんですか。というのは、ご存じ

のとおり、うちの隣の人も、いろいろやっているんですけれども、全然

だめなんですよ。今後そういうのがふえていっちゃうと困るんですよ。

多くは研修を受けるけれども、実際に農業サポーターとして続く人は、

さっき言ったけど、１割きりいないよという話は聞くんですよ。ほとん

どはやめていっちゃう。ということは、やめちゃうというのは、逆に言

うと、農協なんかも、正組合員になったけど、やめちゃったという話

が、どこかでつながっていかないと、その人は組合員だけなって、農業

をやっていないというのがふえていっちゃうと、そういうのが困るの

で、誰かが管理をしていかないと困るなと、本当にやっているのかやっ

ていないのか、今のような青葉区から本当に来てやっているのかなとい
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うのが。草がぼうぼう生えてきちゃって、周りに迷惑をかけているんじ

ゃないかというのを管理していかないと、しばらくの間はね、困るんじ

ゃないかなという、ちょっとそれが心配だったんですよ。 

【事務局長】  先ほど営農指導員という形で、県のほうから、実際、耕作される土地に

詳しいといいますか、地域の方でどなたかを推薦してほしいということ

で、今、県のほうからも言われております。それで、地元の門沢橋地区

の方で、どなたかということで、13番委員にもご相談させていただい

て、今後、調整をして、その方に定期的にというのですか、農地を見て

いただいて、こうしたほうがいいですよとかという指導と、あと逆に、

耕作されている■■さん自身が相談するような、そういったふうな立場

の方を指名させていただく予定です。その辺を通じて適正に農地が管理

できるように対応したいと思っております。 

【議  長】  13番委員、ご縁があるみたいで。 

【13番委員】  今の■■さんは、先日、局長と私のところに訪問されて、お話を聞いた

わけでございます。そんな中で、今、私たちはどういう立場なのかなと

いうことを考えると、そこにもレポートの中にも、湘南地域総合センタ

ーの意見書が載っています。技術等の習熟度とか、農業に対する意見等

が９ページに載せてあります。その中で見ると、いかに農地を確保する

ということであれば、とりあえず、今、■■さんの意見、それから、意

欲的な考えを示されたと、私はそう思います。そんな中で、ここで賛否

をとるということであれば、私は賛成のほうに回るつもりでございま

す。 

 その中で、地域の営農指導員という話がありましたけれども、それは

非常に責任ある人になってしまうのかなということでございます。その

人が責任をとるということではなしに、我々、農業委員の方々、事務局

等で、それをサポートして、優良農地をいかに守っていくかということ

であれば、今回の農地を借りて野菜をつくりたいということであれば、

私は賛成だと思います。当然、９番委員からもおっしゃられたように、

だんだんと若くなっていくわけじゃないから、年をとって労働力の低下

等がありましたらば、その辺のところは、いいですよというふうな意見
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の中に、ぜひ素直にまた所有者に優良農地をお返ししてほしいというよ

うなことを意見として、また事務局として指導していただければよろし

いのかなと思います。私はこの場では、賛否をとっていないのですけれ

ども、賛成にしたいと思います。 

 以上です。 

【議  長】  ほかにございますか。事務局への質問と、今、意見も交えて進んでおり

ますが、意見も質疑も一緒でいいですから、ありますか。 

 それでは、暫時休憩とさせていただきます。 

          （休 憩） 

【議  長】  それでは、再開させていただきまして、それでは、意見のある方。 

【９番委員】 いろいろ事業計画を見ますと、不審な点もあるけれども、一応頑張ってい

ただくということで、私はそれでいいと思います。よろしくお願いしま

す。 

【議  長】  13番委員。 

【13番委員】  今のこの資料を見て、ぜひ優良農地を守るということであれば、今の■

■さんの就農、また、野菜づくりをしたいというのを十分理解してみた

いなと、かように思います。 

 以上です。 

【議  長】  ほかに意見はございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、採決をさせていただきたいと思います。 

 ただいま議案になっております受付番号５について、賛成の方の挙手

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５については、承認とさせていた

だきます。 

 次に、議案書１２ページ、日程第５、議案第５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。 

【主  事】  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
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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。 

 受付番号１、届出地は、中新田■■■■■■■、現況地目、田、■■

■平米、貸し人は、東京都世田谷区豪徳寺■■■■■■■■■、■■

■、持分２分の１、中新田■■■■■■■■■、■■■■、持分２分の

１、借り人は、大谷南■■■■■■■、■■■■■、相続人、■■■

■、農業経営基盤強化促進法第１８条の農用地利用集積計画作成による

賃貸借の合意解約です。合意により解約した日は、平成２９年１月３

日、土地の引渡し日も、平成２９年１月３日です。現在は、貸していた

方に農地が返っています。なお、事務局で１月１３日に現地確認を行い

ました。農地として適正に管理されていました。特に問題はないものと

思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号１について、意見のある方。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようでございますから、採決をさせていただきたいと思いま

す。 

 受付番号１について、賛成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、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１３ページ、日程第６、議案第６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】  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つ目が、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
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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

されるという仕組みです。 

 議案書をご覧ください。受付番号１、申請者は、上郷■■■■■■■

■、■■■■■、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、上郷■■■■■■■■、■■■■、申請者は、買取

り申出事由発生者の妻です。買取り申出をする生産緑地は、上郷■■■

■■■■■、ほか１筆、合計、■■■■■■平米です。現地の案内図と

写真は、資料６をご覧ください。事務局で１月１３日に現地確認したと

ころ、写真のとおり、農地として適正に管理されていました。亡くなっ

た■■■■さんは、この農地の前所有者で、平成２８年の農家基本台帳

では、世帯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。 

【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】  質疑もないようでございますので、受付番号１について、採決をさせて

いただきます。 

 この議案につきまして、賛成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、承認とさせていただきます。 
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 次に、議案書１４ページ、日程第７、議案第７号 農地法第３条の下

限面積に代わる「別段の面積」の設定についてを議題といたします。 

 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条の許可にかかる審査要件の１つに、下限面積要件がありま

す。下限面積要件とは、農地の権利を取得する者が権利取得後に耕作を

行う面積は一定の面積以上でなければならないとするものです。農地法

の本則では、その面積は原則５０アールとされていますが、各農業委員

会は、これにかわる別段の面積を定めることができるとされています。

海老名市では、この５０アールにかわる別段の面積を３０アールと定め

ていますが、これは毎年修正の必要性を審議することとされており、こ

の農家基本台帳を更新した時期に検討するものです。 

 昨年の検討では、それまで４０アールだった下限面積を、市内の農家

の状況と設定基準等から３０アールに変更することと決定しました。現

在は３０アールです。別段の面積の設定基準は、農地法施行規則第１７

条というところに定められています。 

 議案書１４ページの一番下に条文が記載してあります。確認をします。

「一、設定区域は、自然的経済的条件からみて営農条件がおおむね同一

と認められる地域であること、二、別段の面積の単位はアールとし、そ

の面積は十アール以上であること、三、別段の面積は、設定区域内にお

いてその定めようとする面積未満の農地又は採草放牧地を耕作又は養畜

の事業に供している者の数が、当該設定区域内において農地又は採草放

牧地を耕作又は養畜の事業に供している者の総数のおおむね百分の四十

を下らないように算定されるものであること」、この３つが別段の面積の

設定の基準です。 

 議案書１４ページの表をご覧ください。別段の面積の見直しの数値資

料です。海老名市内の耕作面積別の農家数を表にしています。１０アー

ルごとに区切ってあります。一番上の行、海老名市全域という横の行を

ご覧ください。平成２９年１月１日現在の農地台帳、農家基本台帳で把

握している海老名市の総農家戸数は７８４戸です。耕地面積規模別農家

数、単位は戸の部分ですが、海老名市全域では１０アール以上２０アー
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ル未満の農地を耕作している農家が１９６戸、２０アール以上３０アー

ル未満の農地を耕作している農家が１１２戸、３０アール以上４０アー

ル未満の農地を耕作している農家が８８戸、４０アール以上５０アール

未満の農地を耕作している農家が７３戸、５０アール以上の農地を耕作

している農家が３１５戸あります。合計農家数は７８４で、この１９

６、１１２、８８、７３、３１５を全部足すと７８４になります。 

 次に、その右側の場所です。「耕地面積規模別農家数割合 累積

（％）」と書いてあるところです。こちらを見ますと、２０アール未満の

農地を耕作している農家数が、市内全体の農家数のうち２５％、３０ア

ール未満の農地を耕作している農家数が、市内の農家全体のうち

39.3％、４０アール未満の農地を耕作していく農家が、市内全体の農家

数のうち50.5％というような数字です。こちらの累積（％）のほうは、

例えば３０アール未満の農地を耕作している３９％の中には、２０アー

ル未満の農地を耕作している２５％の方が含まれていて、累積の数字に

なっているというところを注意して見ていただく必要があります。全部

の数字を足しても１００を超えてしまいます。 

 さて、ここからこの情報を使って、別段の面積の検討をしていくわけ

ですけれども、事務局では次のように考えました。まず、慣例から、旧

海老名町の区域と旧有馬村の区域では、自然的、経済的条件から見て、

営農条件がおおむね同一であると考えています。また、田んぼが１反お

よそ１０アールであることから、それを単位として、１０アール刻みの

面積区分を用いています。すると、耕作面積が現在の下限面積である３

０アールよりも小さい面積を耕作している農家数の割合は39.3％で、お

おむね１００分の４０と捉えることができると考えました。実際、正確

には１００分の４０を下回る39.3という数字なのですけれども、議案書

にも書いてある設定基準の３番の一番下のところにあります、おおむね

１００分の４０という、おおむねというところで、おおむね４０％と捉

えることができると考えています。したがって、下限面積を変更せず３

０アールのままとすることを提案いたします。 

 以上でございます。 
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【議  長】  事務局から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。ありませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、採決をさせていただきたいと思いますが、日程第７、議案第

７号の中で、３０アールの変更は行わないこととしてよろしいかという

ことの採決になりますが、それでは、そのことについて賛成の方の挙手

を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、３０アールの変更は行わないというこ

とで、承認をさせていただきます。 

 次に、議案書１５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１について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地造成は、農地の盛り土、切り土等によって農地等の形質を変更する

ことを言いますが、海老名市では、軽易な農地造成を行う場合には、海

老名市農地造成工事指導要綱に規定する届出を出していただくこととし

ています。具体的には、1,000平米以下で高さ１メートル以下の盛り土、

切り土であって、耕作中断期間が３カ月未満のものについてが、この手

続の対象です。 

 受付番号１、申請地は、中新田■■■■■■■、現況地目、田、■■

■平米、農業振興地域内です。土地所有者は、中新田■■■■■■■

■、■■■■、施工業者は、綾瀬市寺尾北■■■■■■■■■、■■■

■■■■■、代表取締役■■■、申請地を畑として利用するための田か

ら畑への盛り土の届け出です。申請地の地図は、資料７－１で、資料７

－２と７－３には、造成計画図をお配りしています。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。地区委員の意見をお伺いいたします。

６番委員。 
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【６番委員】  この案件は、海老名運動公園周辺地区土地区画整理事業の関係で、畑が

なくなってしまったため、現在の田んぼに盛り土をして、畑として利用

するものであります。 

 申請者の■■さんは、現在、奥様と２人で農業従事しておりますが、

お勤めの関係で、一部作業委託をし、経営されています。昨年の従事日

数は、ご本人が３０日、奥様が２０日程度ですが、ことしの３月３１日

で退職され、農業に専念されることから、今後の従事日数は、ご本人が

３００日、奥様は１００日の見込みであります。農業機械の所有といた

しましては、トラクター、耕耘機、田植機、コンバイン、乾燥機を所有

しています。耕作面積は、田が■■■■■平米、畑が■■■■■平米

で、合計、■■■■■平米を耕作されております。 

 続きまして、今回の造成工事でありますが、資料７－２をごらんいた

だきたいと思います。現況は、北側を市道４０５号線、東側を市道３８

９号線、南側は住宅、西側は畑に囲まれた立地であります。計画としま

しては、現在あるコンクリート畦畔を撤去し、新たに鉄筋を入れたコン

クリートブロック３段積みの土留めを設置するものです。盛り土の面

は、コンクリートブロックの天端と、あとは道路面と同じ高さで盛り土

を行うとのことであります。盛り土の土は、海老名運動公園の土地区画

整理事業地内から搬入するものであります。 

 ■■さんの営農計画としましては、この土地にコマツナ、ホウレンソ

ウ、ジャガイモ、タマネギ、エダマメの作付を計画しています。 

 以上のことから、問題はないと思います。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いします。 

【主  事】  ６番委員がおっしゃったとおりでございます。現況の田面からの盛り土

の高さで言うと、およそ４５センチと聞いております。ほか、補足はご

ざいません。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班の意見をお伺いいたします。17番委員、お願いいたします。 

【17番委員】  別に問題はありませんと思います。 

 以上です。 
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【議  長】  それでは、質疑のある方。質疑ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、これを承認とさせていただきたいと思いますが、よろしゅう

ございますか。 

       （「異議なし」の声あり） 

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

す。 

 続きまして、受付番号２について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  受付番号２、申請地は、中新田■■■■■■■■、現況地目、畑、■■

■平米、ほか２筆、議案書のとおりです。土地所有者は、中新田■■■

■■■■■、■■■■、施工業者は、綾瀬市寺尾北■■■■■■■■

■、■■■■■■■■、代表取締役■■■、改良内容は、畑への盛り

土、隣接する自己所有畑と高さを合わせて効率的に利用したいとのこと

です。申請地の地図は、資料８－１の①のところでございまして、写真

は、資料８－２の①の写真でございます。また、図面は、資料９－１と

９－２に造成計画図がついています。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員の意見を伺います。６番委員。 

【６番委員】  この案件は、１１月の総会で区画整理関係の権利移動について承認をい

ただいた農地であります。概要としましては、図面の資料９－１をご覧

ください。現在、自己所有の畑と代替地として取得した土地を高さを合

わせて一体化し、耕作するために農地造成を行う計画であります。資料

９－１の今図面上、複写が切れちゃっていますけれども、中新田■■■

■■■■■、■、■が、現在所有している土地で、代替地として購入さ

れたのが、中新田■■■の■■■■■、■、■、こちらになります。現

在、■■■と■■■の間に境界の土留めがあるわけですが、この境界の

土留めを撤去し、盛り土をして、一体利用にいたします。盛り土の土

は、前案件と同じように、区画整理地内から搬入するものであります。 

 続いて、資料９－２をご覧ください。北側農地と■■さんの農地の境
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は、コンクリート矢板土留めを設置して、土の流出を防止する計画にな

っています。矢板土留めは北側農地から1.5メートルの高さでありまし

て、盛り土部分は土留めの天端から３５センチ下がる施工になります。

東西は市道４００号線と４１７号線に接しておりまして、市道側につき

ましては、のりで土砂の流出を防止する計画になっています。のりの施

工につきましては、要綱８条１項５号に沿った形の施工になっておりま

す。工事後は、この土地に営農計画として、ナガネギ、ダイコン、ラッ

カセイを作付する計画となっております。 

 以上のことから、問題はないと思われます。 

【議  長】  それでは、事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  ６番委員がご説明なさったとおりで、特に補足はございません。 

【議  長】  現地調査委員の意見をお伺いいたします。17番委員。 

【17番委員】  問題はないと思います。 

【議  長】  それでは、受付番号２について、質疑のある方。ございませんか。 

【主  事】  意見ではないのですが、実はきょう新しい情報がこの案件についてござ

いまして、皆様に報告させていただくものでございます。 

 中新田地内の近くの方から、この盛り土の計画の土留めについて、ち

ょっと考えていただきたいというような情報がありまして、皆様ご検討

いただければと思います。 

 今回の申請地の北側の土地との高低差は１メートル１０センチほどあ

りまして、コンクリート矢板土留めができて、土留めがされるという話

だったのですけれども、東側と西側の道路からは３０センチ程度高いの

ですが、そこの高低差はのり面で処理されるという計画になっていま

す。そののり面について、特に北側寄りのほうについては、できればブ

ロックなどで土留めをしたほうがいいんじゃないかというような話が、

近くの方からきょうありまして、農業委員会の定例総会でぜひ検討いた

だきたいというようなことでございまして、きのう、現地調査班で問題

ないと確認したところではあったのですけれども、情報をお伝えさせて

いただくものでございます。 

 以上です。 
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【議  長】  現地調査が終わった後の情報ということでございますが、この取り扱い

はどのようにしましょうか。 

【７番委員】  参考に教えていただきたいのですけれども、これは承諾を取りに近隣の

人にお話を持っていっているわけですよね。それで、その図面が事務局

のほうに上がってきて、まあいいでしょうという形で、その承諾書とい

うか、取りにいったときに、これに対してのその説明は全然していなか

ったのかな。土留めとか、そういうのに対しての。 

【主  事】  隣接する農地の地主さんと耕作者さんには説明していただいて、同意書

をいただくように指示というか、案内をしております。今回の案件につ

いても、北側の隣地の地主さんからは、同意書が提出されております。

あとは、近くの方には、ご説明はぜひしていただくようにという案内は

しますけれども、書面で確認を求めているわけではなくて、隣接すると

ころだけを求めているものでございまして、今回話をいただいたのは、

隣接する地主さんからではないのですけれども、検討してほしいという

ようなお話でございます。 

【議  長】  農業委員会では、従来から事務局は、隣接する地権者、農地の持ち主さ

んからの承諾書だけですものね。あえて何メートル以内とかというの

は、農業委員会では求めていないのですよね。 

【主  事】  書面ではありません。 

【議  長】  書面ではね。ということが農業委員会ではずっとしておりますが。隣接

じゃない人からのご意見を、農業委員会としてどう取り扱うかというこ

とですけれども。これは慣例からいけば、隣接の人がオーケーしていれ

ば、過去ではオーケーなのですけどね。それをどう扱うかですね。 

【６番委員】  所有者が一応要綱に沿った形での施工をされているわけですよね。そこ

のところを飛び越えた形のご意見に対して、もし受け入れるとすれば、

この要綱の取り扱い自体も検討し直すという部分が出てきませんか。 

【議  長】  暫時休憩させていただきます。 

          （休 憩） 

【議  長】  それでは、再開させていただきます。 

 現地確認をした後、今、のり面につきまして、隣接者でない人からご
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意見を賜っているというふうなことだと思うのですが、当然、それを踏

まえて現地確認をされていると思いますから、まず、現地確認をされた

委員の中から、ひとつご発言をいただければと思いますが。 

【５番委員】  これ、資料８－１を見てもらえば、今問題になっているところは、両

側、道に接している、そこのところがのり面になっているわけですけれ

ども、それにブロックをというようなお話かと思うのです。きのう見た

感じでは、そののり面というのは、わずかな角度で、そう急なのり面で

もありませんでした。したがって、今のままののり面で別に問題はない

んじゃないかというふうに思います。 

【議  長】  ほかにご意見ございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、これにつきまして、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、受付番号２につきましては、承認とさせ

ていただきます。 

 時間がかかっておりますので、暫時休憩とさせていただきます。１０

分間ほど休憩で。 

          （休 憩） 

【議  長】  それでは、再開させていただきます。 

 続きまして、受付番号３について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  受付番号３、申請地は、大谷字■■■■■■■、現況地目、田、■■■

平米です。農業振興地域内です。土地所有者は、中新田■■■■■■■

■■、■■■■、施工業者は、綾瀬市寺尾北■■■■■■■■■、■■

■■■■■■、代表取締役■■■、申請地を畑として利用するための田

から畑への盛り土の届け出です。申請地の地図は、資料８－１の②で、

写真は、資料８－２の②です。図面は、資料１０－１と１０－２に造成

計画図をお配りしています。 

 以上でございます。 
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【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。５番委員。 

【５番委員】  この案件は、先ほど来、６番委員のほうからたびたび説明があったと同

じ、運動公園周辺地区土地区画整理事業に関しましての代替地の盛り土

の工事であります。こういった場合、問題になるのは、周辺、田んぼで

すから、周辺の田んぼの水の流れはどうなのかということだと思うので

すけれども、資料８－１の地図を見ていただくと、市道４４５号線に接

しているところに１つ水路があります。それと反対側の南、西側になり

ますか、市道４５７号線、こちらにも水路があります。上の田んぼが埋

め立てられて、上からの水が落ちてこなくはなりますけれども、下の市

道４５７号線からも取水できますので、大きな水の流れに対する影響は

ないと思われます。また、隣接者の同意も得られておりますので、問題

はないかと思います。 

 それと、これは全体にかかわることになりますけれども、大谷、中新

田に今回７件ほどですか、盛り土の工事が予定されておりますけれど

も、搬入するダンプによって農道が傷むのではないかというような懸念

が地域の農家の方から出されました。私が説明に来た業者ともお話をし

たのですけれども、できるだけ２トン車クラスでやっていただきたい

と。場所によっては舗装されていない農道もありますし、場所によって

はきれいに舗装されている農道もあります。４トン車で通って大丈夫だ

というふうに業者が判断するなら、それでもいいですけれども、私とし

ては、大型ダンプは当然無理だろうと思いますので、できるだけ２トン

車クラスで搬入をしていただきたいというのが、地区委員からの要望で

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】  ただいま５番委員からご説明があったとおりでございます。盛り土の高

さについての部分だけ補足をさせていただきます。 

 現況の田面からおよそ５５センチの盛り土をするという計画です。東

西南北の隣地との高低差についてですけれども、東側の道路からは３０

センチ程度の高さに造成することとなっていまして、その高さは、西
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側、北側の田んぼからは５０センチから５５センチ程度高くなる高さだ

そうです。四方にコンクリートブロック４段積みの土留めを設置して、

土砂の流出が防がれる計画になっています。また、南側は民地の中に水

路があるようなことになっていまして、資料１０－１の平面図をごらん

いただくと、下のところに水路がＵ３００というのが書いてございま

す。こちらについては、そのまま存置されて、その内側にブロックを積

んで、土留めをつくるという計画になっています。前面道路からの入り

口部分は、コンクリートのスロープをつくって入っていく計画で、その

部分の水路にはふたをする計画になっています。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査委員の意見をお伺いいたします。17番委員。 

【17番委員】  今、５番委員が言われたとおり、道路が狭いもので、そこに大型とか、

４トン車で通行するというよりも、２トン車ぐらいで通行していただき

たいと思っております。それで、道路がもし壊れた場合は、補修してい

ただくようにお願いいたします。 

 以上です。 

【議  長】  受付番号３について、質疑のある方。 

【４番委員】  資料１０－１ですか、■■■番のところに、右下のほうに水閘があるん

ですけれども、周辺を見ると、暗渠がいっぱいあるのですけれども、こ

れはつぶさない計画であるのでしょうか。あれば、そのままの状態で残

していただいたほうが、周辺の農地の管理に役立つかと思いますので、

その点は考慮していただきたいと思います。 

【議  長】  事務局、何か聞いておりますか。 

【主  事】  水閘については、私ども、確認不足でございまして、聞いていなかった

ところでございますけれども、農地として使用するというところから、

暗渠を特に壊すとかということではないと思っています。 

【４番委員】  特に問題なければよろしいのですけれども、埋め立ての西側のほうの田

んぼとかが影響がなければ、問題ないと思いますけれども。■■■番■

のほうとか、■■■番■のほうに影響がなければよろしいかと思いま

す。 
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【議  長】  質疑のある方。いらっしゃいますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、受付番号３について、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】  では、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書１６ページ、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、申請地は、大谷字■■■■■■■、現況地目、田、■■■

平米です。土地所有者は、中新田■■■■■■■■■、■■■■、施工

業者は、綾瀬市寺尾北■■■■■■■■■、■■■■■■■■、代表取

締役■■■、改良内容は、申請地を畑として利用するための田から畑へ

の盛り土の届け出です。申請地の地図は、資料８－１の③で、写真は、

資料８－２の③です。資料１１－１と１１－２に造成計画図をお配りし

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。５番委員。 

【５番委員】  これも同様でございまして、水の流れについても、大きな影響はないと

思われますし、また、隣接者の同意も得られているので、問題ないかと

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】  ５番委員のおっしゃったとおりです。高さの部分だけ補足をさせていた

だきます。 

 現況の田面から６０センチ程度の盛り土をしまして、前面道路からの

高さは３０センチとなるということでございます。四方にコンクリート

ブロック４段積みの土留めを計画していまして、土砂の流出は防がれる

ものと思います。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班の意見をお伺いいたします。17番委員。 
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【17番委員】  田んぼとして今耕作してありますもので、そこにまた盛り土して畑にす

るということで、問題はないと思います。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようですので、受付番号４について、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】  では、承認とさせていただきます。 

 続きまして、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、申請地は、大谷字■■■■■■■、現況地目、田、■■■

平米です。土地所有者は、中新田■■■■■■■■■、■■■■、施工

業者は、綾瀬市寺尾北■■■■■■■■■、■■■■■■■■、代表取

締役■■■、改良内容は、田から畑への盛り土の届け出です。申請地の

地図は、資料８－１の④で、写真は、資料８－２の④です。図面は、資

料１２－１、１２－２として造成計画図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。５番委員。 

【５番委員】  これも同様に、水の流れについても、大きな影響はないと思われます。

また、この田については、特に隣接者から、泥がこぼれて田んぼに落ち

ないように特段の配慮をお願いしたいという要望があったようで、盛り

土の関係で、少し高さを減らしたというふうに聞いております。それに

よって、特に問題はないかと思います。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  ５番委員のおっしゃったとおりでございます。高さの部分だけ補足をい

たします。 

 現況の田面からおよそ５０センチの盛り土をして、畑とする計画で

す。東側の道路からは３０センチ未満の高さとなるということです。東

西南北、四方にコンクリートブロック４段積みの土留めを設置する計画

で、土砂の流出は防がれるものと思います。 
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 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班の意見をお伺いいたします。17番委員。 

【17番委員】  今、ブロックでちゃんと土がこぼれないように土留めをするということ

で、あとほかには問題ありません。よろしくお願いします。 

【議  長】  受付番号５について、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますので、受付番号５について、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】  では、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号６について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  受付番号６、申請地は、大谷字■■■■■■■、現況地目、田、■■■

平米です。土地所有者は、中新田■■■■■■■■、■■■■、施工業

者は、綾瀬市寺尾北■■■■■■■■■、■■■■■■■■、代表取締

役■■■、改良内容は、田から畑への盛り土です。申請地の地図は、資

料１３－１です。資料１３－２と１３－３には、造成計画図をお配りし

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。５番委員。 

【５番委員】  これも同じ案件でございます、盛り土ですが、この場の水の流れ、東側

の田んぼの排水はどうなのかというような気もいたしますけれども、こ

の辺の田んぼはほとんど平らで、東側の田んぼについても、東側にある

水路から入れて、東側に出しているというような現状だということでご

ざいまして、特に水の流れに大きな変化はないと思います。また、周辺

のそのほかの所有者の同意も得られており、問題はないかと思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  ５番委員のおっしゃったとおりでございます。高さの部分だけ補足説明

させていただきます。 
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 現況の田面からの盛り土の高さは、およそ７０センチの計画です。西

側の道路からは３０センチ未満の高さとなるということでして、周囲の

農地、田んぼから、それぞれ６５センチから７５センチ程度高い高さに

はなるのですが、四方にコンクリートブロック４段積みの土留めを設置

して、土砂の流出を防ぐ計画となっております。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班の意見をお伺いいたします。17番委員。 

【17番委員】  問題はないと思います。 

【議  長】  それでは、受付番号６について、質疑のある方。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますので、受付番号６について、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、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１７ページ、（２）農地の賃借料情報について（報告）を

案件といたします。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

【主  事】  平成２１年の農地法改正により、標準小作料制度が廃止され、標準小作

料にかわり、農業委員会が地域ごとの賃借料の動向の情報を提供するこ

ととなりました。この情報は、農業委員会だよりやホームページなどで

公開してまいります。 

 議案書１７ページです。海老名市農地賃借料情報、平成２８年１月か

ら１２月までに締結（公告）された賃貸借における１０アール当たりの

賃貸借水準は、以下のとおりとなっております。 

 １、田（水稲）の部、平均額6,800円、最高額１万3,100円、最低額

2,600円、データ数は、２４件（６９筆）です。２、畑に（普通畑）の

部、平均額8,800円、最高額１万1,000円、最低額2,600円、データ数は、

５件（５筆）になります。算出の方法としましては、賃借権の設定の公

告もしくは許可があった田２９件、畑５件の１０アール当たりの賃借料

のそれぞれの平均値を算出いたしまして、この平均値から特別な事情の
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もとで賃借されたと推測されるもの、具体的には、平均のプラスマイナ

ス７０％の範囲を超えるものは除いた賃借料により算出しております。

田５件（１２筆）が、この特別な事情のもとで賃借されたと推測される

ものに該当したため、それを除いた田２４件（６９筆）、畑５件（５筆）

の賃借料から算出したものが、この議案書に記載されております。ま

た、水稲で現物払いをしているという場合には、玄米６０キログラム当

たり9,200円に換算しております。換算に当たりまして、ＪＡさがみ海老

名営農センターのうるち米の買い取り価格を用いております。賃借料の

金額は、算出結果の１００円未満を四捨五入し、１００円単位としてお

ります。 

 以上でございます。 

【議  長】  この件につきまして、質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますから、この案件につきまして、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】  異議なしと認め、承認をさせていただきます。 

 次に、議案書１８ページから２１ページまでの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３４から３８までの５件と、農地法第５条の

受付番号５３から５６までの４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１８ページ、１９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１

２月１日から１２月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号
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３４から３８までの５件で、田、４７９平米、畑、2,637.08平米、合

計、3,116.08平米です。 

 続きまして、議案書の２０ページ、２１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１２月１日から１２月３１日までの間に届出がさ

れたものです。受付番号５３から５６までの４件で、畑、1,181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】  質疑を一括でお願い申し上げます。質疑のある方。いらっしゃいません

か。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑はないようでございますから、農地法第４条の受付番号３４から３

８までの５件と、農地法第５条の受付番号５３から５６までの４件、計

９件につきまして、一括で承認を求めたいと思いますので、この件に対

しまして、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。 

 次に、議案書２２ページ、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】  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２２ページをご覧ください。受付番号１は、柏ケ谷の■■■■

さんの死亡による相続です。受付番号１、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１１月２２
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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、柏ケ谷字■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、■■■平

米、ほか６筆、議案書のとおりです。 

 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。いらっしゃいません

か。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、ただいまの案件、受付番号１について、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】  異議なしと認め、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書２３ページ、受付番号２について、事務局から提

案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号２も、同じく柏ケ谷の■■■■さんの死亡による相続です。受

付番号２、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１１月２２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、柏ケ谷字■■■■■

■、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。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号２について、質疑のある方。ありませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号２について、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、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号３について、事務局から提案説明をお願いしま

す。 
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【主  事】  受付番号３は、国分の■■■■さんの死亡による相続です。受付番号

３、権利を取得した者は、国分南■■■■■■■■、■■■■■、権利

を取得した日は、平成２８年２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、国分南■■■■■■■■

■、現況地目、畑、台帳地目、畑、■■■平米、筆のうち■■■平米が

農地で、農地部分全てが生産緑地ですが、相続した持分は、９分の３だ

とのことです。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号３について、質疑のある方。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、受付番号３について、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】  異議なしと認め、承認とさせていただきます。 

 本日の定例会の案件は以上で終了しましたので、傍聴者の方は退室を

お願い申し上げます。 

 それでは、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。ありませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  事務局から何かありますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  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。 

【２番委員】  皆様、ご苦労さまでした。きょうは議題も多く、また、悩ましい議案も

数多くありまして、活発な意見をいただきまして、なかなかいい総会じ

ゃなかったかなと思います。また今後とも皆様の活発なご意見をいただ

きまして、よりよい総会を行いたいと思います。本日はどうもありがと

うございました。 

（終了 午後４時２０分） 


