
平成２９年第１０回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２９年１０月２７日

                           １３時３０分～１４時５０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１０回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２９年１０月２７日「平成２９年第１０回海老名市農業委員会定例総会」を海老名

市役所議員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、 係長 菊島 宏、 主査 加藤 謙次、 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55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56号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

 日程第３ 議案第57号 農用地利用集積計画（案）について 

審議事項は次のとおりである。 

⑴  農地の使用貸借権の解約について 

⑵  農地の一時使用について 

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 
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会長が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 

【議  長】  ただいまの出席委員は１４名でございます。また、農地利用最適化推進

委員の６名も全員出席しておりますので、定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたしました。 

 次に、農業委員会会議規則第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】  異議なしということですので、５番委員、６番委員を指名いたします。 

 それでは、４．報告事項の３ページから６ページの（１）活動状況、

（２）農地の異動状況、（３）県許可の状況、（４）市許可の状況につい

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・市許可の状況を報告

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、何か質疑等が

ございましたらお願いいたします。誰もいらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  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、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の付議事項に入ります。 

 議案書７ページ、日程第１、議案第５５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１１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  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
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は、原則として県知事の許可を受けなければならない旨、規定されてい

ます。これは、優良な農地を確保して、農業生産力を維持し、農業経営

の安定を図ることを趣旨としたものです。 

 受付番号１１、申請地は、大谷南■■■■■■■■■、登記簿地目、

畑、■■■平米です。現況は、農業振興地域の畑です。転用者は、杉久

保南■■■■■■■■、■■■■■■■、代表取締役■■■■、譲渡人

は、大谷南■■■■■■■、■■■■■、転用の目的は、資材置場及び

車両置場、権利の種類は、賃借権の設定です。現地の案内図は、資料１

－１をご覧ください。資料は、案内図のほかに、現地の写真、土地利用

計画の平面図、断面図、造成計画の平面図をお配りしております。 

 以上でございます。 

【議  長】  続きまして、地区委員の意見をお願いいたします。５番委員。 

【５番委員】  この件は、資料１－３をご覧いただければと思いますが、土地の北側に

水路、南側に市道が通っておりまして、隣接する住宅への影響も緩和さ

れると考えられます。北側、南側とも、開発され、住宅が建っておりま

す。また、前面は県道であり、後ろ側は竹やぶの崖となっております。

このような立地条件であり、転用に特に問題はないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  続きまして、事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  査】  土木工事業を営む■■■■■■■が、資材置場及び車両置場を確保する

ため、農地転用したいという申請です。■■■は、海老名市杉久保南に

本社があり、海老名市周辺を中心に事業を行っている会社だそうです。

現在は藤沢市長後にある取引先の会社の置場を一部使用しております

が、自社専用の置場ではなく、事業所からも離れているため、不便を感

じ始めていたとのことです。そこで、事業所のある海老名市内で適した

土地を探していたところ、申請地が利用できることとなり、申請に至っ

たそうです。現在の置場は、１０月２０日に事務局でも現地を調査し、

資材置場として使用されている状況を確認しております。 

 続きまして、資料１－１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、市街化区域から住宅の用もしくは事業の用に供する
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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

できます。 

 資料１－２に市街化区域からの連たん資料がございますので、ご確認

ください。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１－３の土地利用計画図をご覧ください。図は、上が北を

指しております。申請地を場所により切り土、盛り土し、砂利で舗装し

て、周囲をコンクリート矢板及び単管柵で囲い、資材置場及び車両置場

とする計画です。資材は、砂、砂利、ブロック等を置き、資材の運搬用

として、２トントラック３台と４トントラック１台分の駐車スペースを

設ける予定となっております。また、雨水の排水計画についてですが、

申請地を全面砂利舗装し、敷地内で浸透処理をする計画です。 

 資料１－４をご覧ください。こちらが造成計画の平面図でございま

す。濃い色の部分が盛り土を示し、薄い色の部分が切り土を示しており

ます。申請地は、図面の左から右に上がっていく傾斜地となっておりま

すが、図の一番左側の車両転回スペース、そこからスロープで上がった

部分の車両置場、そこからさらにスロープで上がった図の一番右側の資

材置場と、高さを３段階に分けて使用するため、場所に応じて切り土、

盛り土を行う計画です。なお、盛り土して駐車スペースにする部分は、

周囲と高低差が出るため、北、西、南の３方向にＣＰ型枠擁壁を設置

し、土砂の崩壊流出を防ぐ計画となっております。 

 続きまして、断面をご覧いただきたいと思います。資料１－５をご覧

ください。断面の番号は、資料１－４、今ご覧いただきました造成計画

の平面図のものと対応しております。下の①－①´が申請地を東西に、右

上の②－②´及び左上の③－③´が申請地を南北に切った図面になりま

す。 

 下の①断面をご覧ください。右側が東となり、山林と隣接しておりま

して、段差はありませんが、山林側が急斜面となっており、高さ３０セ

ンチのコンクリート矢板で土どめをし、その外側に単管柵を設置して区

切りをする計画です。また、左側、西は県道杉久保座間線と隣接してお

り、出入り口として使用する部分を除き、同様にコンクリート矢板及び
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単管柵を設置する計画です。なお、出入り口整備のため、既設のガード

レールを６メートル撤去し、道路側溝のふたをトラックの通行に耐えら

れるものにつけかえる計画で、道路管理者である神奈川県の承認を受け

ている旨、書面で確認しております。 

 次に、右上の②断面をご覧ください。駐車スペース部分を南北に切っ

た図面となります。右側が北となり、コンクリート敷きの水路と隣接し

ております。高低差は１０センチほどで、水路側にコンクリートの土ど

めがありますが、申請地側にも、先ほど同様に、コンクリート矢板で土

どめをし、その外側に単管柵を設置する計画です。左側、南側は駐車ス

ペースになる部分で、海老名市道と隣接しております。高低差が１メー

トルほどあり、ＣＰ型枠擁壁で土どめをし、さらにコンクリート矢板及

び単管柵を設置する計画です。 

 次に、左上の③断面ですが、資材置場部分を南北に切った図面となり

ます。北側が水路、南側が海老名市道と隣接しており、境界にはコンク

リート矢板及び単管柵を設置する計画です。コンクリート矢板の高さは

いずれも３０センチと聞いております。これらにより、土砂の流出、崩

壊等が防がれる計画となっております。 

 なお、ここで現地の状況について補足させていただきますので、資料

１－１に戻っていただき、現地の写真をご覧ください。ご覧のとおり、

現地は、刈った草や伐採した竹などがそのままになっております。農地

としての管理はあまりよくない状況ですが、接道している県道杉久保座

間線にはガードレールが設置しているため、運搬用の車両を入れること

ができず、刈った草などを搬出するのは困難な状況でございます。ま

た、現地は傾斜地の上に、東隣の山林から竹が侵食し、ガードレールが

あるため、機械を入れることもできず、農地としての利用が難しい状況

です。申請前はここも木と竹が生え、山林のようでしたが、今回の申請

に当たり、草刈り、竹の伐採など、できるだけ手を入れるよう指導し、

結果として、もとの状態からは大きく改善が見られたところでございま

す。農地転用の許可がおりましたら、ガードレールを撤去し、草の搬出

等を速やかに実施するとのことですので、これらの状況も踏まえた上
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で、ぜひ皆様にご審議をいただければと考えております。 

 以上、転用が不確実とされる要因は確認できず、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、現地調査副班長の意見をお伺いいたします。11番委員。 

【11番委員】  市道のほうに砂利等を盛るということでありますが、そこが少し擁壁確

保がちょっと低いんじゃないかという意見もありました。それを踏まえ

れば、あとは問題ないかと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、受付番号１１について、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  11番委員の報告に対しまして、事務局から補足があるそうでございます

ので、許可します。 

【主  査】  先ほど砂、砂利等の資材置場のところの土どめの高さが不十分ではない

かということで、現地調査班からのご意見があったかと思うんですけれ

ども、それに対して補足説明させていただきます。 

 こちらについて、計画では、ほかの周辺と同様に、コンクリート矢

板、３０センチほどの高さのもので土どめをするという計画になってお

りまして、確かに砂の高さがどうなのかというところでご質問をいただ

いたところなのですけれども、申請者のほうに確認をいたしまして、高

さは３０センチ程度におさまるということを確認しておりますので、こ

ちらについても不安はないものと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から補足説明がございました。それを踏まえて、もう１度、質疑

のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。いらっしゃいませんね。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、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、受付番号１１について、賛成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１１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、社家字■■■■■■■■、登記簿地目、田、

■■■平米、ほか１８筆、議案書のとおりで、合計、■■■■■■■平

米です。現況は、市街化調整区域の田畑です。転用者は、大阪府大阪市

北区堂島浜■■■■■■■、■■■■■■■■、代表取締役■■■、譲

渡人は、門沢橋■■■■■■■■■、■■■■、ほか１１名、議案書の

とおりです。転用の目的は、物流倉庫、権利の種類は、所有権の移転で

す。現地の案内図は、資料２－１をご覧ください。資料は、案内図のほ

かに、資料２－２に現地の写真、２－３に土地利用計画の平面図、２－

４に給排水計画平面図、２－５に造成計画平面図、２－６に造成計画断

面図、２－７及び２－８に断面の詳細図、２－９に暗渠排水の改修計画

の平面図、２－１０に水路の構造図、２－１１に出入り口の詳細図、２

－１２から２－１４に日影図、２－１５から２－１８に建物の平面図及

び立面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。10番委員。 

【10番委員】  この案件は、今年の春ぐらいから動き始めておりまして、当初は、図面

の資料２－１を見てもらうとわかるんですが、市道５１４号線のところ

まで計画があったんですが、６枚残るような形になったんですね。それ

で、一番の問題は、この６枚残ったところの田んぼに暗渠排水が入って

おりまして、県道４６号線に向かって入っているということで、この敷

地の中を通らざるを得ないということで、再三にわたり、現地確認等に

立ち会いました。それから、先週、事務局のほうに音頭をとっていただ

いて、市農政課と私と、それから■■■■■、ゼネコンですね、それ

と、■■■■■■■とで事務局に集まっていただいて、排水の切り回し

をやっていただくということで、図面、２－９になりますが、中央を走
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っていた排水管をちょうど下の部分のほうに切り回しをして新設すると

いうことで、打ち合わせが終わった次第でございます。私しか立ち会っ

ておりませんので、この後、地元の生産組合長さんが■■■■■と同行

して、この６枚の田んぼの地権者のほうに説明にいくということで済ん

でおります。そのほかには問題はないと思われます。 

 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】  この案件は、資料も多く、補足説明が少し長くなってしまうかもしれま

せんが、ご容赦いただければと思います。 

 補足説明をいたします。運輸業や倉庫業を行っている■■■■■■■

■が、海老名市を拠点とする物流倉庫を建築するために農地転用をした

いという申請です。■■■■■■■■は、現在、相模原市に事業所を構

えておりますが、平成３１年４月１５日をもってその契約が解約され、

土地及び建物を引き渡す約定を交わしているそうです。そこで、新しく

事業ができる場所を、海老名市のほかに相模原市内や厚木市等で探して

いたそうですが、規模が大きいこと、また、必要面積や他法令、条例等

との兼ね合いを考えると、地域が非常に限定され、また、筆数も多く、

全ての地権者さんとの合意がなかなか得られなかったそうですが、最終

的に当該申請地で合意が得られたために申請に至ったとのことです。 

 資料２－１をご覧ください。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

ことから判断できます。第１種農地は、農地転用が原則不許可となる立

地区分ですが、今回は不許可の例外に該当することから、申請を受け付

けております。 

 不許可の例外についてご説明をいたします。これまでも農家住宅や農

業用施設用地、一時転用など、第１種農地であっても例外として許可と

なった事例があったと思いますが、それらと考え方や位置づけ等は同じ

でございます。第１種農地でも、特別な立地条件を必要とする事業であ

れば、例外として取り扱うことができる旨が農地法施行令第４条第１項

第２号ハというところに記載がございまして、具体的には、流通業務施
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設であって、一般国道または都道府県道の沿道の区域に設置されるもの

であれば、それに該当するという旨が、農地法の施行規則に掲げられて

おります。また、神奈川県が作成している審査基準と呼ばれるものがあ

りますが、そちらでは流通業務施設について、物効法、一般的に物流効

率化法と呼ばれる法律の認定を受けた特別流通業務施設であるというこ

とが必要である旨の記載がございます。今回の計画は、これらに全て該

当することから、不許可の例外として取り扱うことができます。 

 続きまして、資料２－３の土地利用計画図をご覧ください。図は、上

が北を指しております。申請地を最大で１メートル弱盛り土、場所によ

り切り土して、転圧し、建築面積、6,621.92平米の物流倉庫を建築する

計画です。北、西、南が水路を挟んで道路、東側が田んぼと隣接してお

りまして、高低差に応じて縁石やコンクリートブロック３段等で土どめ

を行い、１メートル２０センチのメッシュフェンスで囲います。敷地内

は、建物のほかにアスファルト舗装による車両通行スペースや駐車スペ

ース、緑地帯を設ける計画となっております。出入りは西側の県道から

行い、車両が出入りする部分のみ、既存の水路をボックスカルバートへ

つけかえるという計画でして、それ以外の周囲の水路には手を加えず、

そのまま生かす計画となっております。 

 続きまして、雨水及び汚水の排水計画についてです。資料２－４をご

覧ください。こちらの図面のオレンジ色の線が雨水排水の計画を示して

いる線でございます。雨水につきまして、北側の緑地帯に２カ所、ま

た、南側の駐車スペースに１カ所、雨水浸透施設を設置しまして、それ

ぞれを管でつないで、敷地内で浸透処理をする計画となっております。

また、緑地帯とアスファルトの間に可変側溝というふうに書いてありま

して、そちらでも雨水が受けとめられるという計画になっております。

また、図面の緑色の線、主に下側のほうに入っているのですけれども、

緑色の線がございまして、そちらが汚水の排水計画を示している線でご

ざいます。汚水に関しましては、同じく管でつなぎまして、図面の一番

左下、南西側へ設置した浄化槽へ集めて、同じく敷地内で浸透処理をす

る計画となっております。 
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 続きまして、造成計画です。資料２－５をご覧ください。申請地に

は、黄色とピンク色がついております。黄色が切り土、ピンク色が盛り

土をあらわしておりまして、全体で盛り土に関しましては、場所により

最大１メートル弱、盛り土を行うという計画です。また、この図面に断

面の箇所が表示されております。Ａ－Ａ´からＤ－Ｄ´までありまして、

東西と南北にそれぞれ線が入っております。 

 こちらは資料２－６の断面図に対応しておりますので、資料２－６を

ご覧ください。上側２つ、Ａ－Ａ´とＢ－Ｂ´が申請地を東西に、下側２

つのＣ－Ｃ´とＤ－Ｄ´が申請地を南北に切った断面図でございます。Ａ

－Ａ´とＢ－Ｂ´の左側が西側、県道との境界となっておりまして、ちょ

うど出入り口部分の断面図となっております。高さを見ていただきます

と、ほぼ県道と同じ高さで計画がされておりまして、東側、図面の右側

のほうは若干下がっているような形に見られると思います。こちらの下

がっている部分に関しては緑地帯でございまして、隣接の田んぼとほぼ

同じ高さのまま、緑地帯として植栽をするという計画になっておりま

す。隣接の田との境には、高低差に応じて、コンクリートブロック３段

や縁石等を設置して、さらに１メートル２０センチのフェンスで囲いを

設置する計画となっております。下側、Ｃ－Ｃ´及びＤ－Ｄ´に記載され

ている隣地ですが、こちらは図面で見ると左も右も両方水路になってお

りまして、水路を挟んで市道となっているような土地でございます。敷

地と水路との境には同じく縁石を設けまして、１メートル２０センチの

フェンスで囲いをするという計画です。 

 続きまして、断面図、特に隣地との境界についての詳細図を資料とし

てお配りしておりますので、ご確認をいただきたいと思います。資料は

２－７をまずご覧ください。資料２－７は、平面図となっております。

こちら５カ所、丸で囲われている部分が境界でございます。１つが、図

面の真ん中から上のほうに境界のほうを見ていただくと、それから少し

左側にＡ－Ａ´と線が入っていて、丸で囲われて、Ａ部分と書いてあるよ

うな表記が見られるのではないかと思います。ここがＡ部分の詳細とい

うことになっていまして、そこから右側に境界に沿って回っていくと、
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図面の一番右上にはＣ部分と書いております。そして、Ｃ部分からさら

に下にそのままいって、一番右側の境界のちょうど真ん中あたりはＤ部

分と丸で囲われております。さらにそこから下にいくと、右下がＣ部

分、そこから左側に行くと、南側のほうはＢ部分と書かれております。 

 これらのＡ部分からＤ部分までがその次の資料２－８に、丸で囲われ

た部分に対応した境界の拡大、詳細の図面がございます。この資料２－

７と照らし合わせながら、２－８をご覧いただければと思います。資料

２－８には、Ａ部分からＤ部分まで、２－７に対応した詳細図がござい

ます。こちらの左側のＡ部分とＢ部分の水路との境界ですが、こちらに

書いてあるのは地先境界ブロックと書いております。これは、高低差が

ほぼなく、申請地は緑地帯であるため、頭を５センチ出すという計画

で、Ａ部分、Ｂ部分は、地先境界ブロックでフェンスを設置するという

計画になっています。右上のＣ部分、こちらが田んぼとの境界を拡大し

たものでございまして、こちらはほかよりも高低差がついているような

土地でございますので、コンクリートブロック３段で処理をして、頭が

２０センチ出るという計画がされております。右下、Ｄ部分は、隣接の

田んぼと高低差がほぼないため、縁石というふうになっておりまして、

ただ、田との境界ということもありますので、１５センチ、頭を出す計

画です。また、これらの土どめの内側に１メートル２０センチのフェン

スがそれぞれ設置されるという計画です。これらによって、土砂の流

出、崩壊等が防がれる計画となっております。 

 続きまして、資料２－９をご覧ください。こちらは、先ほど10番委員

から地区担当委員としてのご意見をいただいたとおりでございますけれ

ども、申請地及びその周辺には暗渠排水が通っております。この排水機

能を損なわないようにするため、暗渠を切り回して新設の管に入れかえ

るということで、改修計画の図面を提出させております。この赤い線が

新設管を示している線でございます。これらにつきましては、先ほどの

とおり、10番委員のご尽力のもと、事業主や生産組合長さんでしたり、

市の農政課と協議を行いまして、調整が済んでいるということを申し添

えます。 
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 また、日照につきましてご説明をさせていただこうと思います。資料

２－１２から２－１４までが、季節ごとの日影図をつけております。資

料２－１２が春分及び秋分、資料２－１３が夏至、２－１４が冬至とな

っております。こちら、建物の高さが１５メートルの建物なのですけれ

ども、この日影図をご覧いただくと、日が陰ってしまって、農地に日照

不足を招いてしまうというような要因は確認できませんので、日照に関

しては特に問題ないと考えられます。 

 また、照明についてご説明いたします。照明は出入り口部分に位置を

知らせるための照明を２カ所設置するということのようですが、それ以

外について、敷地内に外灯を立てることはないと聞いております。車両

の通行部分に関しては、建物の壁面に通路を照らす形で設置するのみと

いうことで、周辺の農地へは光が届かないよう設計していると聞いてお

ります。照明による稲の生育に被害が出ないよう十分注意するように改

めて事務局からも指導をいたします。 

 また、そのほか、他法令との調整についてご説明させていただきま

す。今回、農地転用の許可のほかに、先ほど申し上げました物流効率化

法と呼ばれる法律、正式名称が流通業務の総合化及び効率化の促進に関

する法律という法律の認定ですとか、神奈川県の条例である土地利用調

整条例、また、都市計画法を根拠とする開発の許可の３つの法令との調

整が必要になる事業でございます。これらのうち、物流効率化法につき

ましては、１０月２４日に、所管しております国土交通省関東運輸局及

び経済産業省の関東経済産業局担当へ確認をいたしまして、認定の見込

みがある旨、回答を得ております。また、土地利用調整条例、県の条例

につきましては、神奈川県土地水資源対策課が所管しておりまして、そ

の担当へも確認をし、協議が終了しているということでした。さらに開

発許可に関しましても、市との協議が終わっておりまして、近日中には

許可の本申請がされるという話を市都市計画課の担当から聞いておりま

す。これらから、物流効率化法、土地利用調整条例、都市計画法、３つ

の法令につきまして、調整が全て済んでいるということを申し添えま

す。 
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 また、資料２－１０と２－１１は、出入りの詳細図と水路に関する図

面で、また、資料２－１５から１８までは建物に関する図面でございま

すが、これらは参考でお配りさせていただいております。 

 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。５番委員。 

【５番委員】  該当する田畑とも、農地としてきれいに管理されておりました。また、

土砂の流出、崩壊や排水、暗渠排水、日照などに対しても対策がとられ

ており、特に問題ないと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、受付番号１２について、質疑のある方。７番委員 

【７番委員】  これは泥はどこから持ってくるんですか。これだけの泥は。 

【主  事】  お聞きした話では、■■■■■■■が建築を担当しておりまして、■■

■■■は建築業を行っている会社ですので、それらで土は用意できると

いう話は聞いております。ただ、具体的な場所等は聞いておりませんで

した。申し訳ありません。確認をいたします。 

【４番委員】  資料２－７で、Ｄ－Ｄ´の部分の緑地のところですけれども、低木を植

えるというようなことらしいんですけれども、どのぐらいの低木で、そ

の後の高さが高くなるとか、そういった木を植えるわけではないかと思

うんですけれども。 

【主  事】  低木、低い木を植えて、高くなり過ぎない、影がかからないように管理

をしていくというお話は聞いておりましたが、その木の種類等はお聞き

していませんでした。ただ、１メートル、２メートルいくような形には

しないというのを隣の地権者さんとも約束しているというお話は聞いて

おります。 

 以上でございます。 

【議  長】  ほかに。２番委員。 

【２番委員】  この建物によって、風の関係はどうでしょうか。やはり周りの田んぼが



14

あるので、風で収穫期に倒れるということをかなり聞くんですけれど

も、その辺は計算済みなんでしょうかね。かなり大きな建物なので、北

風、南風が吹いたときに、横へ流れると思うので、田んぼ側に強風が当

たる可能性もあるので、それはどういうふうな。 

【主  事】  風の流れがこれによってどう変わるかというところはお聞きはしていな

かったところなんですけれども、ほかで建物が建つことによって、風向

きが変わって稲が倒れるという話は聞いたこともありますので、そこら

辺は事業者のほうによく確認して、風害等出るような要因があるようで

あれば、そこは必ず対策をするようにお伝えいたします。今現在どのよ

うに風が流れるかというのは確認ができていない状況でございます。 

【２番委員】  境界からかなり離れているので、そんなに間際に建物が建っているわけ

じゃないから、特に問題は出ないかと思うんですが、一応確認のために

お願いします。 

【議  長】  ほかにございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方、いらっしゃいますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、質疑、意見もないようでございますので、受付番号１２につ

いて、採決をさせていただきたいと思います。 

 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１２について、承認とさせて

いただきます。 

 続きまして、議案書９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】  まず初めに、資料に関しまして、お配りしております資料３－１、事前

に郵便で送らせていただきました資料３－１のほうに誤りがございまし

たので、ご案内をさせていただきます。 

 本日、修正版として、机の上に資料３－１（修正版・当日追加配布）

と書かれた資料をお配りしております。Ａ３で１枚の紙でございます。
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こちらをもとに立地区分等説明をいたしますので、ご準備をお願いいた

します。 

 誤っていた箇所といたしましては、郵便で送付いたしました資料３－

１につきましては、左下の農地区分が第３種農地と書かれております。

これは、第１種農地の間違いでございました。また、その根拠として、

お配りしたほうでは、「上水管、下水管が埋設された道路の沿道の区域で

あり、かつ、５００メートル以内に教育施設・医療施設が２つ以上存す

る」と書いてありますが、第１種農地の根拠は、先ほどの資料２－１と

同様、「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」です。それらを修正して、当日追加配布ということでお配りして

おります。大変申し訳ありませんでした。 

 それでは、資料３のこちらの資料をもとに提案説明をさせていただき

ます。 

 受付番号１３、申請地は、大谷南■■■■■■■■■、登記簿地目、

畑、■■■平米、ほか１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、勝瀬１７５番地の

１、海老名市長内野優、譲渡人は、大谷南■■■■■■■■■、■■■

■、転用の目的は、仮設資材置場及び仮設駐車場としての一時転用、権

利の種類は、賃借権の設定、使用期間は、平成３１年８月３１日までで

す。現地の案内図は、本日お配りしました資料３－１の修正版をご覧く

ださい。資料は、案内図のほかに、現地の写真、土地利用計画図、断面

図をお配りしております。 

 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】  この該当する土地の東側は既に資材置場として転用されております。北

側に水路を挟んで農地がありますが、そちらの所有者の同意を得られて

おるということでございます。一時転用ですので、将来の農地への復元

に支障がないように対策もとられており、特に問題はないかと思われま

す。 

 以上です。 
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【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  海老名市が転用者となって仮設資材置場及び仮設駐車場として一時的に

農地転用をしたいという申請です。資料３－１の案内図にも記載がござ

います、海老名市の資源化センターを大規模に改修工事するのに伴いま

して、工事の従業員の駐車場が必要になったことと、市のごみ処理事業

の一環として、資源化センターに置いている資源物をかわりに置く場所

が必要になったことから、資源化センターに隣接している当該地で申請

することとなったそうです。 

 本日、差しかえとしてお配りしました資料３－１の修正版をご覧くだ

さい。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ことから判断できます。

第１種農地は、農地転用が原則不許可となる立地区分ですが、転用期間

が３年以内の一時転用である場合には、例外的に許可となるということ

から、今回申請を受け付けております。 

 続きまして、資料３－２の土地利用計画図をご覧ください。図は、上

側が北を指しております。申請地を転圧して全面に鉄板を敷いて、仮設

資材置場及び仮設駐車場とします。ちょうど南北で使い方を分ける形で

計画されておりまして、北側が資源物の置場、南側が１５台分の駐車場

となります。周囲は、東側を除いて２メートルの鋼板の万能板で囲いま

して、東側は既存の資材置場の万能板をそのまま使用させてもらうとの

ことですが、内側にカラーコーンを置く計画になっております。出入り

につきましては、北側資材置場へは、改修工事を行っている資源化セン

ターから進入する計画でして、左上の矢印がそれを示しております。工

事の従業員の車につきましては、南側の市道９２８号線から出入りをし

ます。普通乗用車しか通らないとのことで、通行に関しては特に問題は

ないと思われます。 

 雨水の排水についてですが、北側に集水枡を設ける計画となっており

ます。こちらは、資源化センターの改修用地にポンプアップにより排水

をする計画です。そのほか、敷地は舗装とするわけではありませんの

で、敷地内で浸透処理をする計画となっております。 



17

 続きまして、資料３－３をご覧ください。断面図です。上のＡ－Ａ´が

申請地を東西、下のＢ－Ｂ´が申請地を南北に切った断面になります。隣

地との高低差につきましては、Ｂ－Ｂ´断面の左側、方角で言うと北側に

なりますが、申請地内に法面がございます。隣地は水路となっておりま

す。恒久的な転用ではありませんので、法面を埋めるなどの工事はせ

ず、法面の上に万能板の囲いを設置して、置場として使用する範囲はそ

の囲いの内側のみになります。また、傾斜が南側から北側、また、西側

から東側へ向かってついておりまして、上の断面図、Ａ－Ａ´であれば、

左から右に向かって傾斜しております。右側、東側のほうには少し土が

くぼんだ箇所がありまして、そこで雨水が受けとめられるということも

聞いております。また、Ｂ－Ｂ´で見ると、右から左に向かって傾斜がつ

いておりますが、北側には集水枡を設置する計画であるため、これらに

よって土砂の流出、崩壊が防がれ、また、雨水の処理が計画されており

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】  現地調査副班長の意見をお伺いいたします。11番委員。 

【11番委員】  この申請地は、きれいな状態でした。排水のポンプアップで敷地内のほ

うに流すということで、あと、ごみのパッカー車等は敷地のほうから出

入りするということでありますので、別に支障ないと思われます。 

 以上です。 

【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】  では、意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号１３についてを採決

させていただきたいと思います。 

 受付番号１３について、賛成の方の挙手を求めます。 
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          （挙 手） 

【議  長】  全員挙手でございますので、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１０ページ、日程第２、議案第５６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２８について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【管理係長】  当証明は、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

なものでございます。過去３年間において相続税の納税猶予を受けてい

る農地が農地として適正に管理されてきたかを農業委員会が証明するも

のでございます。 

 議案書の１０ページをご覧ください。受付番号２８、被相続人は、国

分南■■■■■■■■、■■■■■、相続人は、国分南■■■■■■■

■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は、平成２６年１０月２

９日から平成２９年１０月２７日までです。特例農地等の明細ですが、

国分北■■■■■■■■■■、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。両筆とも生産緑地

の畑で、合計、■■■■■平米、事務局で１０月１３日に現地調査した

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】  今、提案説明が終わりました。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】  意見のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号２８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２８については、承認とさせ
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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２９につい

て、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【管理係長】  議案書の１１ページをご覧ください。被相続人は、社家■■■■■■の

■■■■■、相続人は、社家■■■■■■の■■■■■、引き続き農業

を行っている期間は、平成２６年１２月２５日から平成２９年１０月２

７日までです。特例農地等の明細ですが、社家字■■■■■■■■、現

況地目、畑、台帳地目、畑、市街化区域内、■■■■■■平米の生産緑

地です。事務局で１０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。それでは、受付番号２９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】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、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。 

 受付番号２９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１２ページでございます。日程第３、議案第５７号 農

用地利用集積計画（案）について「貸し借り」を議題といたします。 

 受付番号３７について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【管理係長】  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、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。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。 

 議案書の１２ページをご覧ください。受付番号３７、借り手は、中新

田■■■■■■■■■、■■■■、貸し手は、中央■■■■■■■■■
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■■、■■■■、持分４分の１と、中央■■■■■■■■■■■、■■

■■、持分４分の３で、貸し借りをする農地の明細ですが、中新田■■

■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、■■■■■平米、ほか１

筆でございます。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３０年１月１日から平成３４年１２月３

１日までの５年間です。農業振興地域内の新規の計画で、借り手は市内

の農業者でございます。１０月１３日に事務局で現地確認したところ、

現地は農地として管理されていました。農用地利用集積計画の法定要件

で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、特に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から提案説明がございました。 

 この件につきまして、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】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号３７についてを採決

させていただきます。 

 受付番号３７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。よって、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。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します。 

 （１）農地の使用貸借権の解約についてを案件といたします。 

 受付番号７について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】  農地の使用貸借の期間途中の解約のときには、農業委員会に届出をして

いただいています。今回、農業委員会で決定した農用地利用集積計画に

基づく農地の使用貸借について、解約したことの届けを受け付けました

ので、報告いたします。 

 受付番号７、届出地は、社家字■■■■■■■、現況地目、田、台帳
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地目、田、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。貸人は、社家

■■■■番地、■■■■、借人は、社家■■■■■■■、■■■■、農

用地利用集積計画作成により行われていた田の使用貸借の解約です。合

意による解約を平成２９年９月１５日に行い、農地の引き渡しは平成２

９年１０月３０日に行うという届出内容です。なお、事務局で１０月１

３日に現地調査を行い、農地として適正に管理されていることを確認し

ました。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明がございました。 

 受付番号７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、受付番号７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７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８について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  査】  受付番号８、届出地は、中新田■■■■■■■■、現況地目、田、台帳

地目、田、■■■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。貸人は、

中央■■■■■■■■■■■、■■■■、持分４分の１、中央■■■■

■■■■■■■、■■■■、持分４分の３、借人は、中新田■■■■■

■■■■、■■■■、農用地利用集積計画作成により行われていた田の

使用貸借の解約です。合意による解約を平成２９年１２月３１日付で行

い、農地の引き渡しも平成２９年１２月３１日に行うという届出内容で

す。また、新たに農用地利用集積計画により、別の方と貸し借りを行い

ます。先ほどご審議をいただきました、議案書１２ページ、受付番号３

７がこれに該当いたします。なお、事務局で１０月１３日に現地調査を

行い、農地として適正に管理されていることを確認しました。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局からの説明が終わりました。質疑のある方いらっしゃいますか。 
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        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がないようでございましたら、受付番号８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８については、承認とさせて

いただきます。 

 次に、議案書１４ページから１７ページまでの農地の一時使用につい

てを案件といたします。 

 受付番号４について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】  県や市が実施する公共工事に伴う資材置場や工事ヤード等のための農地

の一時使用につきましては、所有者、使用者、事業者の３者から連名で

申請をしてもらうことにより、農地転用許可不要案件として処理してお

ります。農業委員会では、農地を使用することがやむを得ないものであ

るかどうか、周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがないかなど

を確認いたします。原則としては、農業委員会での確認後から現地を使

用していただくようにしております。 

 受付番号４、申請地は、中河内字■■■■■■■■■、現況地目、

畑、台帳地目、田、■■■平米のうち■■■■■平米です。土地所有者

は、中河内■■■■■■、■■■■、土地の使用者は、杉久保北■■■

■■■■■■、■■■■■■■■■■、代表取締役■■■、事業主は、

勝瀬１７５番地の１、海老名市長内野優、工事名は、公共下水道４０分

区枝線工事（その３）、目的は、重機及び資材の仮置場として使用したい

とのことです。使用期間は、平成２９年１０月２８日から平成３０年３

月３１日までです。資料４－１に現地の案内図と写真、４－２に土地利

用計画図及び被害防除の図面を配付しておりますので、ご確認くださ

い。 

 こちらの申請につきまして、特に問題はないと思われます。本日、委

員の皆様に了承していただきましたら、申請を受理いたしまして、当事

者へ受理した旨の通知を発送します。 

 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したいと思います。９番委員。 

【９番委員】  公共事業で使用する重機及び資材と、それも期間限定ということでござ

いますので、特に問題ないというふうに思います。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号４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、受付番号４について、質疑もないようでございますので、了

承と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、受付番号４について、了承とさせていた

だきます。 

 続きまして、受付番号５について、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

【主  査】  まず初めに、議案書の記載に不備がありましたので、議案書の修正をお

願いいたします。 

 議案書１４ページから１７ページ、受付番号５の右から２つ目の工事

名、目的・理由欄というところがございますが、こちらに目的・理由の

記載が抜けておりました。お手数ですが、工事名の下に「作業スペース

として」という記載をお願いいたします。お手数をおかけして申し訳ご

ざいませんが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、引き続き、提案説明を行います。 

 受付番号５、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、現況地目、田、

台帳地目、田、■■■平米のうち■■平米、ほか３４筆、議案書のとお

りです。所有者は、本郷■■■■■■、■■■■、ほか１２名、議案書

のとおりです。使用者は、大谷南■■■■■■■■■、■■■■■■■

■■、代表取締役■■■■、事業主は、勝瀬１７５番地の１、海老名市

長内野優、工事名は、本郷地区農業基盤整備促進事業整備工事（第２工

区Ｂ・Ｃ路線）、目的は、作業スペースとして使用するためです。使用期

間は、平成２９年１０月３０日から平成３０年３月３１日までです。資

料５－１に現地の案内図、５－２に現地の写真、５－３に計画の全体
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図、５－４に土地利用計画図及び被害防除の図面を配付しておりますの

で、ご確認ください。 

 こちらの申請につきましても、特に問題はないと思われます。本日、

委員の皆様に了承していただきましたら、申請を受理いたしまして、当

事者へ受理した旨の通知を発送します。 

 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。12番委員、お願いいたします。 

【12番委員】  公共施設事業なので、特に問題はないと思います。 

【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】  質疑もないようでございますので、受付番号５については了承としたい

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、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書１８ページから２３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３８から４７までの１０件と、農地法第５条

の受付番号１０３から１１２までの１０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。 

【管理係長】  農地を転用する場合、転用目的で権利を設定、移転する場合には、原則

として県知事の許可を受けなければならない旨、規定されていますが、

市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合に

は、許可を要しないこととなっております。それを定めているのが農地

法第４条第１項第７号と、農地法第５条第１項第６号です。 

 議案書の１８ページから２０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ございます。届出期間は、平成２９年９

月１日から９月３０日まで、受付番号３８から４７までの１０件で、田

んぼ、1,236平米、畑、2,946.46平米、合計、4,182.46平米でございま

す。 

 続きまして、議案書２１ページから２３ページをご覧ください。農地
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法第５条第１項第６号の規定による届出でございます。届出期間につき

ましては、平成２９年９月１日から９月３０日までの間の届出でござい

ます。受付番号１０３から１１２までの１０件で、田、1,244平米、畑、

1,734平米、合計、2,978平米でございます。これらにつきまして、専決

処分で受理したことを報告させていただきます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。質疑のほう、一括してしたいと思いま

すが、質疑のある方、ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、了承のほうも一括してお願いしたいと思いますが、農地法第

４条の受付番号３８から４７までの１０件と、農地法第５条の受付番号

１０３から１１２までの１０件について、了承と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、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書２４ページ、（４）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。 

【管理係長】  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、現地調査をします。 

 議案書の２４ページをご覧ください。受付番号１１番、上郷の■■さ

んが亡くなられた相続によるものです。権利を取得した者は、上郷■■

■■■■■■、■■■■■、権利を取得した日は、平成２８年１０月２

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

員会にあっせん等の希望はなしでございます。届出に係わる土地の所在

ですが、上郷■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、■■■平米、

ほか４筆、議案書のとおりでございます。 

 以上でございます。 
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【議  長】  受付番号１１について、今、事務局から説明がございました。質疑のあ

る方、いらっしゃいますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号１１について、了承と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、了承とさせていただきます。 

 続きまして、議案書２５ページ、受付番号１２について、事務局から

説明をお願いいたします。 

【管理係長】  議案書２５ページをご覧ください。受付番号１２、権利を取得した者

は、扇町■■■■、■■■■、権利を取得した日は、平成２８年１０月

２２日、権利を取得した事由は、相続、取得した権利は、所有権でござ

います。農業委員会によるあっせん等の希望はなしでございます。届出

に係わる土地の所在ですが、上郷■■■■■、現況地目、田、台帳地

目、田、■■■平米、ほか４筆、議案書のとおりでございます。 

 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、いらっしゃいますか。 

        （「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１２について、了承とした

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、了承とさせていただきます。 

 続きまして、議案書２６ページ、受付番号１３について、事務局から

説明をお願いいたします。 

【管理係長】  １３なんですけれども、土地の所在のナンバーが１、３、４、５となっ

ているんですが、１、２、３、４に訂正してもらえればと思います。大

変申し訳ございませんでした。 

 それでは、議案書の２６ページをご覧ください。受付番号１３、権利

を取得した者は、上郷■■■■■■■■、■■■■、権利を取得した日

は、平成２８年１０月２２日、権利を取得した事由は、相続、取得した
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権利は、所有権、農業委員会によるあっせん等の希望はございません。

届出に係わる土地の所在ですが、上郷■■■■■、現況地目、田、台帳

地目、田、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりでございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号１３について、事務局から説明がありました。質疑のある方、

いらっしゃいますか。 

        （「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１３について、了承とした

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、了承とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号１４について、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

【管理係長】  たびたび済みません、こちらのほうも、土地の所在のナンバーが１、

３、４、５となっていますが、１、２、３、４の間違いでございます。

申し訳ございませんでした。訂正させてもらいます。 

 それでは、議案書の２６ページをご覧ください。受付番号１４、権利

を取得した者は、上郷■■■■■■■、■■■■■、権利を取得した日

は、平成２８年１０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ございません。

届出に係わる土地の所在ですが、上郷字■■■■■■■、現況地目、

田、台帳地目、田、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりでございま

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。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、受付番号１４について、了承と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） 
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【議  長】  異議なしということでございますので、了承とさせていただきます。 

 本日の定例会の案件は終了いたしましたので、傍聴者の方には退室を

お願いいたします。ご苦労さまでございました。 

 次に、７、その他について、委員の皆様から何かございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  事務局から何かありますか。 

 ほかにないようですので、２番委員から閉会の挨拶をお願いいたしま

す。 

【２番委員】  長いこと、ご苦労さまでした。今日は案件の中で一番最後の件、都市型

農業によく見られますが、兄弟の遺産相続ということで、大きな土地を

子供たちが均等に分けたという事例ですね。集団的に農業をやっておら

れる方の農地が分散される典型的な例だと思いますが、なかなか農業委

員会としても解決し難しい課題だと思います。今後ともこういう事例が

増えてくると思うので、その後の農地の管理状況の確認等、よろしくお

願いします。今日はご苦労さまでした。 

（終了 午後２時５０分） 


