
平成２９年第１１回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２９年１１月２７日

                           １３時３０分～１５時２５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１１回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２９年１１月２７日「平成２９年第１１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58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59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60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61号 農用地利用集積計画（案）について 

 日程第５ 議案第62号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

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  農地転用届出による専決処分について 

⑶  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。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。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、７番委員と、８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ページまでの（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】  報告事項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

質問がありましたらお願いを申し上げます。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ただいま報告事項でございますので、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６ページ、日程第１、議案第５８号 農地法第３条の規定による

許可申請についてを議題といたします。 

 受付番号２１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 
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【主  事】  農地法第３条では、農地または採草放牧地についての権利を移転、ま

たは設定する場合には、原則として農業委員会の許可を受けなければなら

ない旨を規定しています。これは、権利の設定、移転の機会を捉えて、農

地等が資産保有目的、投機目的等の対象として、農業者以外の者によって

取得さ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２１、申請地は、社家字■■■■■■■■、台帳地目、田、現

況地目、田、■■■平米、譲受人は、社家■■■■■■■、■■■、譲渡

人は、河原口■■■■■■■■、■■■■、権利の種類は、所有権の移

転、目的は、経営規模拡大です。現地の案内図及び写真は、資料１にござ

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。10番委員。 

【10番委員】  これは、先月上がりました■■■■の転用に伴う代替地の購入でござ

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】  ■■さんの農家世帯としての状況について補足説明をいたします。 

 ■■さんは、■さんと、その妻の■■さんの２人が農業従事者だそうで

す。経営主は、■■■さんです。農業への従事状況に関してですが、■さ

んの農業経験年数は２０年、農業従事日数は、年間２５０日、■さんの妻

の■■さんの農業経験年数は１０年、農業従事日数は、年間９０日だそう

です。■■さんの世帯の現在の農業経営面積は、田が■■■■■平米、畑

が■■■■■平米、合計、■■■■■平米で、下限面積である３０アール

を超えております。機械は、トラクター１台、耕運機２台、田植機１台な

どを所有しています。また、地域集落の取り決めに従い、支障の出ないよ

う耕作を行う旨、申請書に記載がございます。機械の面、労働力の面、技

術の面のどれから見ても、譲受人として問題ないと思われます。そのほ

か、許可をすることができない場合が定められている農地法第３条第２項
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各号に該当する項目はありません。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】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。３番委員。 

【３番委員】  この田んぼは適正に管理されておりまして、問題はないものと思いま

す。 

【議  長】  それでは、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。 

 受付番号２１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２１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２２について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  受付番号２２、申請地は、社家字■■■■■■■、台帳地目、畑、現

況地目、田、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりで、合計、■■■■

■平米です。譲受人は、社家■■■■■■■、■■■、譲渡人は、社家■

■■■■、■■■■、持分３分の２、■■■■、持分３分の１、権利の種

類は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大です。現地の案内図及び写真

は、資料２にございます。 

 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。10番委員。 

【10番委員】  こちらも、先ほどの２１番と同じように、■■■■の代替地というこ

とで、田んぼでございます。問題ないと思われます。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  ■■■さんの農業経営に関する補足説明は、先ほど受付番号２１でさ

せていただいたとおりでございますので、特にそれ以外の補足はございま
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せん。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。３番委員。 

【３番委員】  こちらも先ほどと同じように、問題はないものと思います。 

【議  長】  それでは、受付番号２２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】  意見もないようでございますので、それでは、受付番号２２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２２について、承認とさせ

ていただきます。 

 続きまして、受付番号２３について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  事】  受付番号２３、申請地は、社家字■■■■■■■■、台帳地目、田、

現況地目、畑、■■■平米です。譲受人は、社家■■■■■、■■■■、

持分２分の１、■■■■、持分２分の１、譲渡人は、国分北■■■■■■

■■■、■■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、経営規模拡

大です。現地の案内図及び写真は、資料３にございます。 

 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。10番委員。 

【10番委員】  こちらの畑は、■■さんが１５年前から■■さんから借りて耕作して

おりまして、今回、土地を買ってほしいというお話があって、購入に当た

ったという形でございます。現地もこの兄弟の方と一緒に見てきました

が、ダイコンが植わっており、別に問題ないと思われます。 

 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】  ■■さんの農家経営としての状況ですが、■■さんと、その次女の■



 6

■■さんの２人が農業従事者と申請がございます。経営主は、平成２９年

度の農家台帳では、■■■■さんになっております。農業への従事状況に

関してですが、■■さんの農業経験年数は６０年、農業従事日数は、年間

２７０日、■■さんの次女の■■■さんの農業経験年数は５年、農業従事

日数は、年間２００日だそうです。■■さんの世帯の現在の農業経営面積

は、田が■■■■■平米、畑が■■■■■平米、合計、■■■■■平米

で、下限面積である３０アールを超えております。機械は、トラクター１

台、耕運機２台、田植機１台、コンバイン１台、軽トラック１台などを所

有しています。また、地域集落の取り決めに従い、支障の出ないよう耕作

を行う旨、申請書に記載があります。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】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。３番委員。 

【３番委員】  きれいに管理されておりまして、問題はないものと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号２３について、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

ます。 

 受付番号２３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。 

 続きまして、受付番号２４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２４、申請地は、本郷字■■■■■■■■、台帳地目、畑、

現況地目、畑、■■■■■平米、ほか２筆、議案書のとおりで、合計、■

■■■■平米です。譲受人は、門沢橋■■■■■■■■、■■■■、譲渡
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人は、横浜市保土ヶ谷区仏向町■■■■■■■、■■■■■、権利の種類

は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大です。現地の案内図及び写真

は、資料４にございます。 

 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。13番委員。 

【13番委員】  ■■■■さんは、■■■■さんの長男です。議案書にも記載がござい

ますとおり、■■さんの世帯で農業をやっておられる方は４人ということ

で、■■■■さん夫婦、また、本人の■■■■さん夫婦ということで、大

変大きな農家でございます。規模の拡大ということであれば、何ら問題な

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】  ■■さんの農家経営としての状況ですが、■■さんと、その妻の■■

さん、父の■■さんと母の■■さんの４人が農業従事者だそうです。経営

主は、■■さんです。農業への従事状況に関してですが、■■さんの農業

経験年数は１８年、農業従事日数は、年間３２０日、■■さんの妻の■■

さんの農業経験年数は１年、農業従事日数は、年間３００日、■■さんの

父の■■さんの農業経験年数は６０年、農業従事日数は、年間３００日、

■■さんの母の■■さんの農業経験年数は４４年、農業従事日数は、年間

２８０日だそうです。■■さんの世帯の現在の農業経営面積は、田が■■

■■■■■■平米、畑が■■■■■平米、合計、■■■■■■■■■■平

米で、下限面積である３０アールを超えております。機械は、トラクター

５台、耕運機１台、田植機２台、コンバイン１台、トラック１台などを所

有しています。また、地域集落の取り決めに従い、支障の出ないよう耕作

を行う旨、申請書に記載があります。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】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。３番委員。 
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【３番委員】  この土地もきれいに管理されておりまして、特に問題はないと思われ

ます。 

【議  長】  受付番号２４について、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。 

 受付番号２４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。 

 続きまして、議案書７ページ、受付番号２５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２５、申請地は、今里字■■■■■■、台帳地目、畑、現況

地目、田、■■■平米です。譲受人は、門沢橋■■■■■■■■、■■■

■、持分２分の１、■■■■、持分２分の１、譲渡人は、門沢橋■■■■

■■■■、■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、世帯内贈与

です。現地の案内図及び写真は、資料５にございます。 

 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。13番委員。 

【13番委員】  ■■■■さんは、■■■■さんの長男であり、また、■■さんは花や

果樹をやっている大きな農家でございます。申請の事由が世帯内贈与とい

うことで、何ら問題ないと、かように思います。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  ■■さんの農家世帯としての状況ですが、■■さんと、その妻の■■

さん、長男の■■さんと、■■さんの妻の■■さんの４人が農業従事者だ

そうです。経営主は、■■■■さんです。農業への従事状況に関してです

が、■■さんの農業経験年数は５０年、農業従事日数は、年間１００日、

■■さんの妻の■■さんの農業経験年数は４０年、農業従事日数は、年間

１００日、■■さんの長男の■■さんの農業経験年数は２０年、農業従事

日数は、年間３００日、■■さんの妻の■■さんの農業経験年数は１５
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年、農業従事日数は、年間１５０日だそうです。■■さんの世帯の現在の

農業経営面積は、田が■■■■■平米、畑が■■■■■平米、合計、■■

■■■■■平米で、下限面積である３０アールを超えております。機械

は、トラクター１台、耕運機１台、田植機１台、防除機１台などを所有し

ています。また、地域集落の取り決めに従い、支障の出ないよう耕作を行

う旨、申請書に記載があります。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】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。３番委員。 

【３番委員】  この田んぼも管理されておりまして、特に問題はございません。 

【議  長】  受付番号２５について、質疑をお受けいたします。質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようでございますので、受付番号２５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、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５９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、農業経営の

安定を図ることを趣旨としたものです。 

 受付番号１４、申請地は、上今泉■■■■■■■■、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
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は、市街化調整区域の畑です。転用者は、座間市入谷■■■■■■■■■

■■、■■■■、上今泉■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、■■■

■■が、座間市入谷■■■■■■■■■■■、■■■■、■■■■■■

が、上今泉■■■■■■■■、■■■■、転用の目的は、駐車場、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６－１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、進入路の図面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願いいたします。７番委員。 

【７番委員】  この土地は、■■■■■さんが、駐車場が手狭になって、拡張したい

ということでお話がありました。それにつきまして、地権者である■■さ

んと■■さんは、農地法のことがよくわかっていなくて、許可を取る前か

ら砂利を入れてしまったということで、それを農業委員会が指摘し、原状

復旧ということで、砂利を全部撤去して、もとの農地に戻した、これが写

真なのですけれども、このような形に戻しました。砂利を敷く前までは農

地として適正に利用されておりました。内容につきましては、今、事務局

から説明があったとおりでございます。また、周囲にはブロックとかネッ

トフェンスを設置するので、土砂の流出はないと思われます。また、近隣

の農地の地主の方の承諾も得ているので、問題はないかと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  まず、計画を説明する前に、申請の形式についてご説明させていただ

きます。今回、転用者も、譲渡人、つまり土地所有者も、どちらも■■さ

んという方と■■さんという方の名前の記載がございます。事業の形態と

しましては、地権者さんである■■さんと■■さんが駐車場を整備しまし

て、完成した状態で、隣接駐車場を使用している■■■■■■■■■■■

■■■■へ貸すという内容です。地権者さんが土地を整備して完成後に貸

すという場合には、農地法第４条の許可となりますが、今回は複数の筆に

またがっており、それぞれ地権者が別であることから、特殊な取り扱いと

なっております。現状では、■■さんは■■さんの土地を工事するという
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権利はございませんし、■■さんも■■さんの土地を工事するという権利

がございませんので、それぞれお互いの土地を工事して駐車場として整備

ができるように、お互いに使用貸借権を設定し合うというのが今回の申請

でございます。これによって■■さん、■■さんが一緒に資金を出し合っ

て工事を行い、完成後に貸すという行為ができるようになります。 

 それでは、計画について補足説明をいたします。譲渡人である■■さん

と■■さんが駐車場を整備し、完成後に■■■■■■■■■■■■■■■

へ貸すという申請です。■■■は、業務拡大により、既存駐車場では手狭

となり、必要な駐車台数を確保することができないということから、駐車

場として使用できる土地を探していたところ、既存駐車場と地続きで使う

ことができ、利便性が高い今回の申請地におきまして、地権者さんと合意

を得ることができたということから、当該地での申請に至ったそうです。 

 資料６－１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に供する施設が連たんしているということか

ら判断できます。第３種農地は、農地転用が原則許可となる立地区分で

す。 

 続きまして、土地利用計画です。資料６－２の平面図をご覧ください。

こちらの図は、左側が北を示しております。申請地を整地、転圧し、砂利

を敷いて、８台分の中型車、具体的には４トンから５トンのトラックがと

まる駐車場を整備します。北側と西側、図面で言うと左側と下側が農地と

隣接しておりまして、こちらにはコンクリートブロックを２段設置して土

どめを行い、1.8メートルのフェンスにより、ごみ等の飛散を防止しま

す。土どめの頭は、約１０センチから１５センチほど出るという計画がさ

れております。東側、図面で言うと上側には高低差がなく、小田急線の既

存の柵があるため、それはそのままにしたいという事業主の希望がござい

ます。出入りは、南側、図面の右側に既存の駐車場がありまして、そこか

ら出入りを行う計画です。また、雨水につきましては、申請地を砂利敷き

とすることによって、敷地内浸透処理をする計画です。 

 続きまして、断面をご覧いただきたいと思います。資料６－３をご覧く

ださい。資料６－３の上のＡ－Ａ断面図が申請地を南北、下のＢ－Ｂ断面
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図及びＣ－Ｃ断面図が申請地を東西に切った図面になります。農地との境

は、Ａ－Ａ断面図の左側、こちらが方角で言うと北側になります。また、

Ｂ－Ｂ断面図及びＣ－Ｃ断面図の同じく左側、こちらが方角で言うと西側

でして、これが畑との境界でございます。高低差は、１０センチから２０

センチほど隣接の畑のほうが低くなっておりますが、コンクリートブロッ

ク２段積みによって土どめをすることにより、被害防除を図ります。これ

らによって、土砂の流出、崩壊が防がれる計画となっております。 

 続きまして、資料６－４をご覧ください。進入路の詳細図でございま

す。申請地、今回申請区域と書かれているのが左上にございまして、そこ

と隣接する右側、方角で言うと南側が既存駐車場と記載がされておりま

す。こちらの既存駐車場は、西側、図面で言うとさらに下のほうです、西

側のほうに県道がございまして、こちらの県道と接しております。ここか

らトラックが出入りをする計画となっております。 

 最後に、現地の状況について少し説明をさせていただきます。先ほど７

番委員からもご説明がございましたが、補足的に説明させていただきま

す。 

 資料６－１に戻っていただきまして、写真をご覧いただきますと、土に

砂利が少し残っているような状況が確認できると思います。この土地は既

に一度砂利を敷いて、駐車場として使用がされておりました。その際、農

地法の許可をとっておらず、後になってそれがわかったために、使用して

いる■■■や、地権者である■■さん等へ、７番委員にご尽力をいただき

まして、是正指導及び転用許可をとるような指示を行いました。その結

果、この写真にございますとおり、こちらのレベルまでは復元していたと

いうような状況でございます。ただ、一般的な申請では、作物を栽培、す

ぐにできるような状態というものを農地と呼んでおりましたので、こちら

の現地の状態は、なかなかそこまでは近づけてはいないような状況でござ

いますが、申請者のほうから誓約書のようなものを提出させております。

この書類には、農地法について知識がなく、転用許可が必要だとわからず

に駐車場としてしまったということ、また、農業委員会からの指摘後、す

ぐに地権者、使用者で調整し、是正に当たったこと、また、今後このよう
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なことがないよう、農業委員会への相談等を徹底すること等の記載があ

り、申請者からの署名押印がついたものがございます。これらを踏まえま

して、ご審議をいただければと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 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。３番委員。 

【３番委員】  事務局の説明どおりでございます。特に問題はないと思われます。 

【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】  それでは、受付番号１４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１４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１５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１５、申請地は、大谷南■■■■■■■■■、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、秦野

市菩提■■■■■■、■■■、譲渡人は、大谷南■■■■■■■、■■■

■■、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。現地の案内図は、資料７－１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、造成計画の平面図及び断面

図、土どめの構造図、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】  地区委員の意見をお伺いいたします。５番委員。 
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【５番委員】  ■■さんは、５月の総会で、新規就農ということで、農地の取得が許

可されております。今回は、それと隣接するところに農家住宅を建てて農

業をするということです。特に問題はないかと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  平成２９年５月の総会で、新規就農者として認められ、農家となった

■■■さんが、農家住宅を建築するため、農地転用したいという申請で

す。住民票がある秦野市の住宅が中日本により高速道路事業として収用さ

れることになり、その代替地として今回の申請地で地権者さんと合意が得

られたそうです。■■さんは、隣接する畑の所有権を取得しており、農業

を行うのに利便性が高いこと、また、親子４世代、８人で住み、車や農作

業場、農業用資材を置くスペース等も十分確保できることなどから、申請

地が農業を行うのに最も適していると判断し、当該地での申請に至ったそ

うです。 

 資料７－１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施設が連たんして

いることから判断できます。第３種農地は、農地転用が原則許可となる立

地区分です。 

 続きまして、土地利用計画です。資料７－２の平面図をご覧ください。

こちらも図面は、上が北を指しております。申請地を盛り土、転圧して、

住宅を建築します。建築面積は137.87平米です。周囲は、高低差に応じて

コンクリートブロック３段積みの土どめ、または縁石を設置し、西側、図

面の左側は、既存の石積みがございまして、それを利用するという計画で

す。土どめの頭は５センチほど出るという計画になっております。出入り

は、南西側、図面の左下が住宅への入り口となっており、玄関が南向きに

設置されるような形です。 

 続きまして、雨水及び汚水の排水計画についてです。雨水につきまして

は、申請地内に雨水浸透トレンチを設置することによって、敷地内浸透処

理をします。また、汚水につきましては、申請地の北側に合併浄化槽を設

置して、汚水枡へ接続することによって、同じく敷地内浸透処理をする計
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画となっております。 

 続きまして、造成計画です。資料７－３の平面図をご覧ください。７－

３の平面図の濃く色がついている部分が盛り土をあらわしております。住

宅を建築する部分を盛り土するという計画ですが、高さ的には、それ以外

の部分よりも２０センチから３５センチほど高くなる計画となっておりま

す。また、縦横にＡＡ’及びＢＢ’と、少し見づらいのですが、表記され

ている部分がございます。これが次の資料７－４の断面図と対応している

形になっております。 

 資料７－４をご覧ください。上のＡＡ’の断面図が申請地を東西、下の

ＢＢ’の断面図が申請地を南北に切った図面になります。農地との境は、

Ａ断面図の右側、方角で言うと東側です。また、Ｂ断面図の左側、方角で

言うと南側が畑との境でございます。隣接農地との高低差がない計画にな

っておりますので、縁石によって区切りを行うという計画です。また、Ｂ

断面図の右側をご覧いただくと、道路と隣接しており、高低差が５５セン

チありますが、コンクリートブロック３段による土どめを行って、被害防

除を図ります。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。 

 また、資料７－５に縁石及びコンクリートブロックの構造図、７－６及

び７－７に建物の平面図、また、資料７－８に立面図をお配りしておりま

すので、これらは参考にご覧いただければと思います。 

 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。３番委員。 

【３番委員】  この土地の周辺には既にブドウが一部植えられておりまして、申請地

も農地でしたので、特に問題はないと思われます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見のある方。 
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        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようでございますので、受付番号１５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１５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１６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１６、申請地は、社家字■■■■■■■■、登記簿地目、

田、■■■平米、ほか５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、大和市代官■■■■

■■■■、■■■■■■■■■■■■■、代表取締役■■■、譲渡人は、

東京都日野市東豊田■■■■■■■■、■■■、ほか４名、議案書のとお

りです。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８－１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、出入りの詳細図、水路の構造図

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。10番委員。 

【10番委員】  この案件は、■■■■の絡みで、下請というのですか、協力会社とい

うのですか、運送業を営んでいる会社がおりまして、そこが駐車場を探し

ているということで、上がってきている物件でございます。８－１の写真

１を見ていただくと分かるのですが、一番右側に、社家から中野、門沢橋

まで続いている、５０年ぐらい前につくられた有馬用水という昔の用水路

がございます。８－２を見ていただくと分かるのですが、市道１１０号線

から、中型よりもちょっと大きいトラックが入ってくるということで、用

水路にふたをかけるということで、構造物がもたないのではないかという

ような話がありまして、社家地域としては、この用水路の上を大型車が乗

り上げて駐車場に入るというのはこの案件が初めてでございまして、左岸
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の担当、自治会とか、いろいろなメンバーと打ち合わせをしました。８－

５に現況図がございまして、こういった水路になっております。この水路

が果たして鉄筋が入っているのかどうかということもちょっとわかりませ

んので、その次のページにあります、ボックスカルバートに入れ直してい

ただいて、点検口としてグレーチングをつけるということで、事務局や市

農政課と打ち合わせを行いました。その結果を転用者へ指示しておりまし

て、これでいけるだろうということで、地元のほうの対応も終わっており

ます。 

 それと、もう１点、ちょっと戻っていただいて、８－３を見ていただく

と、この前面が進入路の部分が有馬高校の通学路になっておりまして、大

型が出入りするのに非常に危ないということで、この入り口については回

転灯とブザーをつけてもらおうということで、これは社家地区の指導とい

うことでお願いいたしまして、つけていただくということで地元の対応も

済んでおります。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  10番委員のご説明のとおりなのですが、少しかぶってしまう部分があ

るとは思いますが、補足説明をさせていただきます。 

 貨物運送事業等を行う■■■■■■■■■■■■■が、駐車場確保のた

めに農地転用をしたいという申請です。■■■■■■■■■■■■■は、

大和市に本社を構え、寒川町、横浜市等に駐車場を設けて事業を行ってお

りますが、寒川町の駐車場用地を返却しなければならなくなり、代わりの

駐車場用地を探していたこと、また、取引先である■■■■が海老名市中

野に大規模な流通業務施設を建設したことから、そこに近い場所を拠点と

して事業を行いたいということで、当該地での申請に至ったそうです。 

 資料８－１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、市街化区域に隣接していることから判断できます。第３種農地は、農

地転用が原則許可となる立地区分です。 

 続きまして、土地利用計画です。資料８－２の平面図をご覧ください。

図は、左側が北を示しております。申請地を盛り土、切り土して転圧し、
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トラック２０台、乗用車２８台、合計４８台分の駐車場を整備します。田

の面から２０センチ程度盛り土する計画です。周囲は、北側と南側の水路

との境界及び東側の道路との境界にコンクリートブロック３段、東側の田

んぼとの境界にＲＣ擁壁を設置し、被害防除を図るほか、１メートルのメ

ッシュフェンスで囲い、ごみ等の飛散を防止します。西側は、水路部分が

コンクリートづくりになっているため、そのままだそうです。土どめの頭

は、最低でも２０センチほど出る計画です。出入りは、西側の市道から行

います。図面で言うと、下側から行います。雨水につきましては、申請地

を砂利で舗装し、敷地内浸透処理をする計画です。 

 続きまして、造成計画です。資料８－３の図面をご覧ください。８－３

に平面と断面がございまして、下のａ－ａ’断面、ｂ－ｂ’断面が申請地

を南北、右側のｃ－ｃ’断面、ｄ－ｄ’断面図が申請地を東西に切った図

面になります。これらのうち農地との境は、図面の右側ｄ－ｄ’断面図の

さらの右側、このままの向きですと一番右側の上のほうが田んぼとの境、

田と書いてございます。高低差は、２０センチほどではございますが、Ｒ

Ｃ擁壁を設置して、頭が５０センチ出ることによって、被害防除を図りま

す。これらによって土砂の流出、崩壊が防がれる計画がされております。 

 また、資料８－４に、出入りの詳細の図面がございますので、ご覧くだ

さい。西側の市道から進入路の部分を拡大した図面です。出入り口は、南

北に１０メートル幅のものを２カ所設けるという計画で、その部分のみ水

路をボックスカルバートへつけかえます。また、グレーチングを２カ所設

置することによって、水路の管理ができるよう配慮がされております。ま

た、この道路は有馬高校の通学路となっており、大型車両の出入りには危

険が伴うことから、車両の出入り時には回転灯及びブザーが鳴るよう措置

をするという計画でして、そのことが文字としてこの図面にも記載がござ

います。これらにつきまして、地区担当委員の10番委員ご尽力のもと、地

域や市の農政課等とも調整が済んでおりますことを申し添えます。また、

有馬高校だけでなく、社家小学校や有馬中学校も通学路となっていること

から、金曜日の現地調査の際に、それらの学校へ事業主から工事やその後

の使い方について説明に行かせるべきではないかとご意見をいただきまし
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た。それにつきまして、すぐ代理人へその旨を伝えまして、工事の日程等

が決まり次第、それらの学校へは説明に伺いますとのことでしたので、問

題はないかと思われます。 

 また、資料８－５は、西側の出入り部分の水路の現況の構造図でござい

ます。資料番号が左上についてしまっておりまして、見にくくて申し訳あ

りません。 

 また、資料８－６は、つけかえをするボックスカルバートの構造図をお

配りしております。こちらは参考にご覧ください。 

 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。３番委員。 

【３番委員】  この案件は、10番委員がお骨折りをされまして、安全対策をとられて

いるということで、問題はないかと思われます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、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、受付番号１６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１６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９ページ、受付番号１７について、事務局から提案

説明をお願いいたします。 

【主  事】  説明に入る前に、議案書の訂正のご案内をさせていただきます。申し

訳ありません。 

 議案書の９ページですけれども、２カ所訂正がございます。１つが、上
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に「農地法第５条の規定による許可申請について（計画変更」とあるので

すけれども、その計画変更の括弧の右側、「）」が消えてしまっておりま

す。そこを「）」をつけ加えていただきたいというのが１つと、もう１

つ、表の右側の欄です。「権利の種類」が「賃借権」となっております。

こちら、お父さんから息子さんへの権利の設定ということなので、「使用

貸借権」が正しい権利の設定でございます。「賃借権」から「使用貸借

権」に訂正をお願いいたします。申し訳ありませんでした。 

 それでは、提案説明をさせていただきます。 

 受付番号１７、申請地は、河原口■■■■■■■■、登記簿地目、宅

地、■■■■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりで、■■■■■■平米

です。現況は、市街化調整区域の宅地と田です。転用者は、河原口■■■

■■■■■■、■■■■、譲渡人は、綾瀬市早川■■■■■■、■■■

■、転用の目的は、自己住宅（農家分家）、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９－１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。４番委員。 

【４番委員】  この審議案件は、平成２８年７月に審議され、８月に許可が出たもの

ですけれども、許可が出た後、土地利用計画についていろいろな指摘がご

ざいまして、事務局のほうから何度か指摘をされていたのですけれども、

そのままの状態になっていました。今年に入り、農地パトロールしたとき

に、出入り口の幅が計画では２メートルのところ、３メートルにコンクリ

ートの板を敷き詰めて使用されていたため、事務局のほうから農地への復

元をするよう指導していただきました。それによって今回の計画変更とな

っているものです。特に問題はないかと思います。今まで２メートルから

３メートルへの変更となり、また、隣接地の慣例で１０センチ以上ブロッ

ク等で上げなさいということでございましたけれども、今回は１段高くし

て、隣接地に影響がないように行うようにするそうです。 

 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】  本案件は、平成２８年７月の総会でご審議をいただきまして、平成２

８年８月２２日付で許可となった案件の計画変更及び新たな許可申請でご

ざいます。当初、自己住宅ということで許可を受け、完成して住み始めて

おりましたが、進入するための通路が狭いということで、許可を受けてい

ない農地部分にコンクリート板を敷いて通行してしまっているような状況

があったため、農地に復元して計画変更するよう指導し、今回、申請が出

たものでございます。当初は通路幅２メートルで計画されておりました

が、通路の両端、畑との境にブロックを設置した関係から、通路幅が1.7

メートルになっているということから、車両の通行が困難になったとのこ

とで、所有している車両等考えると、最低でも2.7メートル程度、約３メ

ートル程度は通路幅が必要だという考えに至り、今回の拡張の申請に至っ

たそうです。 

 資料９－１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、市街化区域に隣接していることから判断ができます。第３種農地は、

農地転用が原則許可となる立地区分です。 

 続きまして、土地利用計画です。今回、変更となる部分のみご説明をさ

せていただきます。資料９－２の平面図をご覧ください。図面を見ていた

だきますと、左上のほうに住宅が書いてありまして、そのすぐ右下に斜線

で駐車スペース（コンクリート舗装）というものがあります。さらにその

右側に行きますと、進入路ということで、専用通路内砂利敷と書いてある

進入路部分がございます。このうち、進入路の部分を変更するという計画

です。現状幅が、ブロックも含めて２メートルとなっているところを、７

０センチ程度、３メートルに満たない程度に拡張するという計画になって

おります。通路部分は砂利舗装となっており、北と南は畑に接しておりま

すが、境界に２段から３段、コンクリートブロックを設置します。こちら

に書いてある計画高10.67という数字がございまして、こちらに対しまし

て、北側のコンクリートブロックの天端は10.80、南側の天端は10.90とな

っておりますので、１３センチから２３センチはブロックの頭が出て、砂

利や雨水等が畑に出ない計画がされております。 
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 続きまして、資料９－３の断面図をご覧ください。上のＡ断面図が敷地

を南北に切った図面でして、両側が畑と隣接している部分でございます。

先ほど申し上げましたとおり、高低差は１５センチほどございますが、コ

ンクリートブロック土どめによって被害防除を図ります。また、この断面

の真ん中を見ていただくと、申請地の中央部にも新設１５０ＣＢ１段積と

書かれているのが確認できるのではないかと思いますが、これはもともと

の計画で設置したブロックで、現在も設置されているブロックですが、現

状、頭が出ておらず、砂利舗装部分とフラットになっております。こちら

は撤去せずにそのままにして申請地を広げたいとのことで、このような計

画が図面で示されております。 

 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。 

 なお、本案件につきましては、事業計画変更を行うことを相当と認める

か、という観点が１つと、農地転用の許可を相当と認めるか、という観点

が１つ、こちらの２つの観点からご審議をいただきまして、それぞれにつ

きまして別々に農業委員会としてのご意見をいただきたいと思っておりま

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。３番委員。 

【３番委員】  この案件は、進入路が狭いということでございますので、特に問題は

ないのではないかと思われます。 

【議  長】  それでは、今事務局からお話がありましたとおり、２つに分けて採決

をさせていただくことになります。 

 受付番号１７について、計画変更をすることに対する質疑をまず受けた

いと思います。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、ただいまの受付番号１７について、計画変更をすることに
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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、よって、計画変更につきまして、承認と

させていただきます。 

 続きまして、計画変更後の転用許可についての採決をさせていただきた

いと思いますが、その前に質疑をお受けさせていただきます。 

 質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  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、計画変更後の転用許可について、

賛成と思う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、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１０ページ、日程第３、議案第６０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３０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】  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

る農地を農地としてやってきたかということ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３０、被相続人は、社家

■■■■■■■■■■■、■■■■、相続人は、社家■■■■■■、■■

■■■■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は、

平成２６年１０月２９日から平成２９年１１月２７日までです。特例農地

等の明細ですが、社家字■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、

農振農用地区域内、■■■平米、ほか５筆、議案書のとおりでございま

す。そのうち１筆が農振農用地区域内の田、４筆が農業振興地域内の田、

１筆が生産緑地の畑で、合計、■■■■■平米でございます。事務局で１
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１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。特に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号３０について、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。 

 受付番号３０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。 

 続きまして、議案書１１ページ、受付番号３１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】  続きまして、議案書の１１ページをご覧ください。受付番号３１、被

相続人は、社家■■■■■■、■■■■、相続人は、社家■■■■■■、

■■■■、引き続き農業を行っている期間は、平成２６年１０月２９日か

ら平成２９年１１月２７日までです。特例農地等の明細ですが、社家字■

■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、農業振興地域内、■■■平

米、ほか１１筆、議案書のとおりです。そのうち、２筆が農業振興地域内

の田、１０筆が生産緑地の畑で、合計、■■■■■■■■平米でございま

す。事務局で１１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。特に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号３１について、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。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 
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【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。受付番号３２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１２ページをご覧ください。受付番号３２、被相続人は、望

地■■■■■■■、■■■■、相続人は、望地■■■■■■■、■■■

■、引き続き農業を行っている期間は、平成２６年１１月２７日から平成

２９年１１月２７日までです。特例農地等の明細ですが、望地■■■■■

■、現況地目、田、台帳地目、田、農業振興地域内、■■■平米、ほか５

筆、議案書のとおりでございます。そのうち２筆が農業振興地域内の田、

４筆が農業振興地域内の畑で、合計、■■■■■平米でございます。事務

局で１１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お

りました。特に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号３２について、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。 

 受付番号３２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。 

 続きまして、議案書１３ページでございます。受付番号３３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１３ページでございます。受付番号３３、被相続人は、杉久

保■■■■■■、■■■■、相続人は、杉久保■■■■■■■■、■■■

■、引き続き農業を行っている期間は、平成２６年１１月２７日から平成

２９年１１月２７日までです。特例農地等の明細ですが、杉久保■■■■

■■、現況地目、田、台帳地目、田、農業振興地域内、■■■平米、ほか

６筆、議案書のとおりでございます。６筆が農業振興地域内の田畑で、１

筆が生産緑地の畑で、合計、■■■■■平米です。事務局で１１月１３日
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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

はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号３３について、質疑を受けます。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。 

 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、日程第４、議案第６１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１４、１５ページ、受付番号３８から４２までの５件について、

一括で提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  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。海老名市

では、この貸し借りの期間につきまして、便宜上、全ての終期を１２月末

としています。この期限が迫っている旨のお知らせを１０月末に送付して

おりまして、既に貸し借りを行っている方が早目の継続のために手続を行

うことが多いため、１月１日から権利設定を行う１１月及び１２月の審議

案件が毎年多くなっております。件数が多いため、継続の計画に関しまし

ては、提案説明は議案書のとおりと省略させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、提案説明をいたします。 

 議案書１４ページ、受付番号３８、借り手は、中新田■■■■■■■■

■、■■■■、貸し手は、中新田■■■■■■■■■、■■■■、持分２
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分の１、■■■■■、持分２分の１、貸し借りをする農地は１筆で、中新

田■■■■■■■■、現況地目、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３０

年１月１日から平成３４年１２月３１日までの５年間です。農業振興地域

内の新規の計画です。 

 続きまして、受付番号３９は、継続の計画ですので、説明は議案書のと

おりとさせていただきます。 

 続きまして、受付番号４０、借り手は、中新田■■■■■■■■■、■

■■■、貸し手は、中新田■■■■■■■■、■■■■、貸し借りをする

農地は２筆で、中新田■■■■■■■、現況地目、田、■■■■■平米、

ほか１筆、議案書のとおりです。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３０年１月１日から平成３２

年１２月３１日までの３年間です。農業振興地域内の新規の計画です。 

 続きまして、議案書１５ページ、受付番号４１、借り手は、大谷北■■

■■■■■■、■■■■、貸し手は、綾瀬市早川■■■■■■■■、■■

■■、貸し借りをする農地は４筆で、大谷字■■■■■■■、現況地目、

田、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりです。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３０年１月１日

から平成３４年１２月３１日までの５年間、借賃は、１０アール当たり玄

米３０キログラム、借賃の支払い方法は、年末に現物払いする計画です。

農振農用地区域内及び農業振興地域内の新規の計画です。 

 続きまして、受付番号４２は、継続の計画ですので、説明は議案書のと

おりとさせていただきます。 

 以上、これらの案件につきまして、１１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。また、借り手はいずれ

も農家です。どの方も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】  今、事務局から説明がございました。 
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 受付番号３８から４２までの５件については、一括して質疑をさせてい

ただきたいと思いますので、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、採決のほうも、３８から４２までの５件につきまして、一

括で採決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３８から４２までの５件に

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４３についてでございますが、今回、借り手の■

■さんが新規就農者の方でございますので、審議に入る前にご本人を呼ん

でおります。■■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、暫時休憩といたしま

す。 

        （■■■■着席） 

【議  長】 それでは、再開させていただきます。 

 ただいま■■さんが着席をされました。事務局から■■さんの紹介を含

めまして、説明をお願いいたします。 

【事務局長】  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。資料１０をご覧いただきますと、■■さんがつくられました青年等就

農計画認定申請書というのをお配りしております。こちらを参考にしなが

ら、■■さんのこれからの取り組み等につきまして、ご本人からプレゼン

をお願いしたいと思っております。 

 それでは、■■さんに、最初にまず簡単に自己紹介を兼ねながら、計画

書に基づいて、計画等、取り組み等の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。 

【■■■■】  初めまして、■■■■といいます。自分は今、八王子に住んでいるの

ですけれども、今まで最初は花屋になりたいという思いで花屋に就職し
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て、その後、仲卸を経験して、市場を通して生産者さんを見て、生産に興

味を持って、その中でも自分の好きであったカーネーションの生産をやり

たいと思って、市場の紹介もあって、■■■■■の■■さんを紹介してい

ただいて、そこで研修することになりました。研修は３年ほどになります

が、カーネーションをつくりたいという思いがずっとあって、何とかこの

海老名の地でカーネーションをつくりたいと思って、申請をさせていただ

きました。 

 来年のカーネーションの定植に向けて、ハウスを借りて、来年の６月、

定植をする予定です。販売先としては、南関東花き卸売市場と、あと直売

での販売を１年目は計画しています。当面は１人でやっていく予定です

が、行く行くは、妻、そして、従業員を雇えるような規模にまで広げてい

きたいと思っています。３年目以降で量販店の定期販売とあるのですが、

これは自分が以前働いていた花屋で関東一円でスーパーを展開しているの

ですけれども、そこで生産者の顔写真つきのポップをつけて販売すると売

れるという話をいただいて、そこで展開していくもので、センターは、相

模原に神奈川センターと、あと埼玉、千葉とセンターがあるのですけれど

も、最初は神奈川センターで販売をしていきたいと思っています。 

【議  長】  ■■さんから今お話をお伺いいたしました。委員の方で■■さんにご

質問等あられたら、また、アドバイス等がございましたら、お願い申し上

げます。 

 この中では花をやっていらっしゃる方は、委員の中では、誰もいらっし

ゃらないのかな。９番委員。 

【９番委員】  私は施設で花をつくっているわけではありませんけれども、露地で菊

をつくっている。資料を見させていただくのですが、今、八王子に住んで

おられるのですか。そこから通い。 

【■■■■】  なるべく早い段階で海老名のほうに越して。 

【９番委員】  越してこられると。 

【■■■■】  はい。 

【９番委員】  ■■さんのところで研修を受けられたということで、先輩の■■さ

ん、ご存じでしょう。あの人は花卉に熱心な人で、私と一緒に菊を栽培し
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たりなんかしている人なんですけれども、いろいろ教わられたほうがいい

かと思う。あの人もカーネーションをつくって、むしろ■■さんより立派

なカーネーションをつくるような。■■さんから聞きました。俺よりもい

い花をつくるんだよという話を聞きましたので、■■さんと一緒にやられ

るといいかなという感じがちょっとしましたので、お話しさせていただき

ました。頑張ってください。 

【３番委員】  ■■さんの土地を借りられるということなのですけれども、ハウスか

何か建っているんですか。 

【■■■■】  ハウスは、はい。 

【３番委員】  それを借りられるということなんですね。 

【■■■■】  はい。 

【３番委員】  最初から設備投資したんじゃ、ちょっと大変かなと思うんですけれど

も、そういう面で借りられれば、多少楽にはなるんだろうけどね。いいも

のをつくるというのは相当難しいと思いますから、ぜひ頑張ってやってく

ださい。 

【２番委員】  これ、作業場が平成３３年１月ということで、それまでは作業という

か、花を切ったらそれを出荷するために作業場が要りますね。それは現

行、何かハウスの中で賄うということですか。 

【■■■■】  ハウスが２棟建っていて、ハウスとハウスとつながっている部分が道

路面にあるのです。そのスペースが結構な広さがあって、そこは部屋とし

ても区切られているので、そこを活用できる。 

【２番委員】  そこで選別して、包んでということで、出荷されるということです

ね。 

【■■■■】  そうです。 

【２番委員】  行く行くは１０坪ぐらいの作業場をつくりたいということですか。 

【■■■■】  そうです。ハウスとハウスの間の道路側がもともと今つながっている

んですけれども、その奥も土地があいたスペースが、ハウスとハウスの間

にスペースがあるので、そこに建物を建ててもいいかなという。 

【２番委員】  わかりました。 

【10番委員】  ちょっと聞きたいんですけど、このハウスはビニールですよね。現
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状、ガラスじゃなくて、ビニールハウスですよね。そうすると、何年かす

るとビニール、張りかえの費用だとか、そういうのはご存じですか。ハウ

スの、何年ぐらいもつとか。その辺は結構消耗していきますので、経費と

して毎年毎年の中で見ていかないと、何年先にビニールが、あの辺、風が

相当当たりますから、やっぱりビニールが弱くなったりすると、かなり傷

んできますので、その辺、借りている方との、どこまで借りているんだと

か、その辺はきちっとしておいたほうがよいかと思いますね。じゃない

と、後でまた借りて、ビニールの修理だとか、そういうことをよく打ち合

わせをして、自分で持つのかどうするのかということをよく確認してもら

ったほうがいいかなというふうに感じますね。 

【議  長】  ８番委員、年齢的に若いところで。 

【８番委員】  花卉は詳しくないんですけど、カーネーションは暖房とかは余り要ら

ないんですか。 

【■■■■】  暖房は、今の時期から使っています。 

【８番委員】  暖房機とかはもうあるんですか。 

【■■■■】  あります。 

【８番委員】  カーネーションは夏もとれるんですか。資料を見ていると、１年中や

るみたいな。 

【■■■■】  カーネーションだと、暖地と寒地と大きく分けてあるんですけど、海

老名はその中間地点で、年間を通してできると、出荷が１０月ぐらいから

５月いっぱいぐらいまで。 

【８番委員】  真夏はやらないの。 

【■■■■】  そうですね。６月の終わりぐらいに定植はするんですけど、そこから

３カ月から４カ月ぐらいは育てる段階なので、出荷というのは、海老名で

はしないです。 

【９番委員】  ちょっと聞いておきたいんですけど、お借りされるのは■■さんのハ

ウスですよね。あそこ、水道はどういうふうになっていたかね。共同の水

道になっているんじゃなかったかと思うんだけど、そういう話も聞いてお

られる？ 

【■■■■】  水道と、あと井戸水です。 
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【９番委員】  共同の井戸といいますかね。共同なんですよ。あそこは大型ハウス、

全部水道が共同で掘ってあるものですから、だから、そういう費用という

のが話を■■さんから聞いておられるかなと思って。 

【■■■■】  今のところ、聞いていなかったです。 

【９番委員】  例えば修理をした場合は、共同で、そこを使っている人は多分払うだ

ろうと。私はそこのメンバーじゃありませんからわからないけれども、そ

の辺を聞かれたほうがいいと思う。共同で井戸の水を使っていられると思

うんですよ。電気料だとか、あるいはメンテナンスの部分はどういうふう

にされていますかということを聞かれたほうがいいと思う。■■さんのほ

うで、うちで払うからいいよと言われるか、あるいはおたくで払ってくだ

さいよというふうに言われるか、わからないけれども、それはよく話をさ

れたほうがいいと思う。水は出るけれども、共同で使っている多分井戸だ

ろうと思うんですよ。個人的に掘られたのではないと思うので、そこが聞

いておかれたほうがいいかなと。 

【■■■■】  はい。 

【議  長】  ほかにございますか。なければこの程度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。これからまた今の案件につ

きまして審議をさせていただきますので、１回、退席をお願い申し上げま

す。 

        （■■■■退席） 

【議  長】  それでは、議事を再開させていただきます。 

 受付番号４３について、事務局から提案説明をお願い申し上げます。 

【主  査】  議案書１５ページをご覧ください。受付番号４３、借り手は、東京都

八王子市弍分方町■■■■■■■、■■■■、貸し手は、中河内■■■■

■■、■■■■、貸し借りをする農地は２筆で、中河内字■■■■■■

■、現況地目、畑、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。貸し借

りの種類は、賃借権の設定、利用目的は、施設園芸、貸し借りの期間は、

平成３０年３月１日から平成３３年１２月３１日までの４年間、借賃は、

２筆合計で年額５０万円、借賃の支払い方法は、年２回現金分割払いする

計画です。農振農用地区域内の新規の計画です。１１月１３日に事務局で
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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。また、借り

手は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】  それでは、受付番号４３について、事務局に対する質疑のある方。あ

りませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますので、採決をさせていただきます。 

 受付番号４３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。 

 続きまして、議案書１５ページから１８ページ、受付番号４４から５２

までの９件について、一括で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  査】  議案書１５ページ、受付番号４４、借り手は、大谷南■■■■■■

■、■■■、貸し手は、東京都品川区上大崎■■■■■■■■■■■■■

■、■■■■、貸し借りする農地は２筆で、大谷字■■■■■、現況地

目、田、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。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３０年１

月１日から平成３２年１２月３１日までの３年間、借賃は、２筆合計で年

額１万5,000円、借賃の支払い方法は、年末に現金一括払いする計画で

す。農振農用地区域内の新規の計画です。 

 続きまして、議案書１６ページ、受付番号４５は、継続の計画ですの

で、説明は議案書のとおりとさせていただきます。 

 続きまして、受付番号４６、借り手は、大谷北■■■■■■■■■、■

■■■、貸し手は、望地■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は

１筆で、大谷字■■■■■■、現況地目、畑、■■■平米です。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

３０年１月１日から平成３０年１２月３１日までの１年間、借賃は、年額
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１万5,000円、借賃の支払方法は、年末に現金一括払いする計画です。農

業振興地域内の新規の計画です。 

 続きまして、受付番号４７、４８、議案書１７ページ、受付番号４９、

５０の４件は、継続の計画ですので、説明は議案書のとおりとさせていた

だきます。 

 続きまして、受付番号５１、借り手は、本郷■■■■■■、■■■■、

貸し手は、本郷■■■■■■■■■、■■■■、相続人、本郷■■■■■

■■■■、■■■■、■■■■、■■■■、中河内■■■■■■■■、■

■■■■■、貸し借りをする農地は４筆で、本郷字■■■■■■■■、現

況地目、田、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりです。貸し借りの種

類は、賃借権の設定、利用目的は、水田及び普通畑、貸し借りの期間は、

平成３０年１月１日から平成３２年１２月３１日までの３年間、借賃は、

４筆合計で、玄米６０キログラム、借賃の支払い方法は、年末に現物払い

する計画です。農業振興地域内の新規の計画です。 

 続きまして、議案書１８ページ、受付番号５２、借り手は、大谷南■■

■■■■■■、■■■■、貸し手は、大谷南■■■■■■■、■■■■、

相続人、静岡県静岡市葵区大岩本町■■■■■■、■■■■、大谷北■■

■■■■■■、■■■■、大谷北■■■■■■■、■■■■、貸し借りす

る農地は２筆で、大谷字■■■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、

ほか１筆、議案書のとおりです。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３０年１月１日から平成３２年１

２月３１日までの３年間、借賃は、２筆合計で、年額３万円、借賃の支払

い方法は、年末に現金一括払いする計画です。農振農用地区域内の新規の

計画です。 

 以上、これらの案件につきまして、１１月１３日及び１１月１６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。どの

方も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。 
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【議  長】  それでは、受付番号４４から５２までの９件について、一括で質疑を

受けます。質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  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、採決させていただきます。 

 受付番号４４から５２までの９件について、一括で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１９ページ、日程第５、議案第６２号 農地法第１８条第

６項の規定による通知についてを議題といたします。 

 受付番号７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１８条第６項の規定に基づき、農地の賃貸借の当事者につい

て、合意解約が行われた旨の通知がありましたので、報告いたします。 

 受付番号７、届出地は、社家字■■■■■■■■、現況地目、田、台帳

地目、田、■■■平米です。賃貸人は、河原口■■■■■■■■、■■■

■、賃借人は、社家■■■■■■、■■■■、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

り解約する日は、平成２９年１１月３０日、土地の引き渡し日は、平成２

９年１１月３０日です。なお、事務局で１１月１３日に現地調査を行い、

農地として管理されていることを確認しました。特に問題ないものと思わ

れます。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  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、受付番号７についての

採決をさせていただきます。 
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 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２０ページ、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９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９、届出地は、社家字■■■■■■■、現況地目、田、台帳地

目、畑、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりです。貸人は、社家■■

■■■、■■■■、持分３分の２、■■■■、持分３分の１、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１１月３日に行

い、農地の引き渡しは平成２９年１１月３０日に行うという届出内容で

す。なお、事務局で１１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】  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９について、承認とする

ことにご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご異議なしということでございますので、承認とさせていただきま

す。 

 続きまして、受付番号１０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１０、届出地は、今里字■■■■■■、現況地目、田、台帳
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地目、畑、■■■平米です。貸人は、門沢橋■■■■■■■■、■■■

■、借人は、門沢橋■■■■■■■■、■■■■、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２

９年１１月９日に行い、農地の引き渡しも平成２９年１１月９日に行った

という届出内容です。なお、事務局で１１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】  受付番号１０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】  質疑もないようでございますので、受付番号１０について、承認とす

ることにご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご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。 

 続きまして、受付番号１１について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  査】  受付番号１１、届出地は、下今泉■■■■■■、現況地目、田、台帳

地目、畑、■■■平米、ほか２筆、議案書のとおりです。貸人は、下今泉

■■■■■■■■、■■■、借人は、下今泉■■■■■■■■、■■■

■、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１１月１０日に行い、農地の引き渡しは

平成３０年１月３日に行うという届出内容です。なお、事務局で１１月１

６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】  受付番号１１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】  ないようでございますので、受付番号１１を承認とすることにご異議

ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご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。 
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 続きまして、議案書２１ページ、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  査】  受付番号１２、届出地は、上今泉字■■■■■■■■、現況地目、

田、台帳地目、田、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりです。貸人

は、上今泉■■■■■■■■■、■■■■、借人は、下今泉■■■■■■

■■、■■■■、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１１月１０日に行い、農地の

引き渡しは平成３０年１月３日に行うという届出内容です。なお、事務局

で１１月１６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】  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、受付番号１２について、承認とすることにご異議ございま

せんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご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。 

 続きまして、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  査】  受付番号１３、届出地は、下今泉■■■■■■、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、下今泉

■■■■■■■■、■■■■、借人は、下今泉■■■■■■■■、■■■

■、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１１月１０日に行い、農地の引き渡しは

平成３０年１月３日に行うという届出内容です。なお、事務局で１１月１

６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】  受付番号１３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） 
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【議  長】  それでは、受付番号１３について、承認とすることにご異議ございま

せんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご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。 

 続きまして、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  査】  受付番号１４、届出地は、下今泉■■■■■■■、現況地目、田、台

帳地目、田、■■■平米のうち■■■平米、ほか４筆、議案書のとおりで

す。貸人は、下今泉■■■■■■■、■■■、借人は、下今泉■■■■■

■■■、■■■■、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１１月１０日に行い、農地

の引き渡しは平成３０年１月３日に行うという届出内容です。なお、事務

局で１１月１６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】  受付番号１４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１４について、承認とすることにご異議ございま

せんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご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ページから２５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４８から５９までの１２件と、農地法第５条の

受付番号１１３について、一括して事務局から提案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
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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２２ページから２４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１０月

１日から１０月３１日までの間に届出がされたものでございます。受付番

号４８から５９までの１２件で、田、1,285平米、畑、4,240平米、合計、

5,525平米でございます。 

 続きまして、議案書２５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ございます。届出期間につきましては、平成２９

年１０月１日から１０月３１日までの間のものでございます。受付番号１

１３の１件で、畑、1,124.91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させてもらいます。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号４８から５９までの１２件と、受付番号１１３について、一

括して質疑を受けさせていただきます。質疑のある方。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号４８から５９までの１２件と、受付番号１１３に

ついて、一括して承認を賜りたいと思いますが、承認ということでご異議

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、一括して承認とさせていただきます。 

 次に、議案書２６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１５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２６ページをご覧ください。受付番号１５、権利を取得した者

は、泉■■■■■■■■■■■■、■■■■、権利を取得した日は、平成

２６年１１月２８日、権利を取得した事由は、相続、取得した権利は、所
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有権、農業委員会に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、上今泉■■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、

畑、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりでございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  今、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１５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】  異議なしということですので、承認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。 

【主  査】  本日、机の上に追加で配付しております資料１１－１と右側に書かれ

た資料をご用意ください。Ａ３で２枚つづりになっている資料でございま

す。農地法第３０条に基づく農地の利用状況調査、農地パトロールの結果

を報告いたします。農地法第３０条では、農業委員会は、年１回、その区

域内にある農地の利用状況についての調査を行わなければならないと定め

られており、これに基づいて平成２９年に行っていただいた調査の結果が

資料１１－１、それを地図に落としたものが１１－２でございます。資料

１１－１には、土地の所在や地権者の住所等のほか、これまでの経過とし

て、指導を行った記録等も記載しておりますので、こちらのほうに関しま

しては、お時間があるときにご確認いただければと思います。 

 面積の合計でございますが、左下に面積の合計が書いてございます。１

万1,613.82平米の土地を平成２９年度は荒廃地として把握いたしました。

昨年に荒廃地として把握した面積は１万308.82平米で、1,305平米、荒廃

地が増えてしまったということになります。委員の皆様には、荒廃農地調
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査にご尽力いただき、まことにありがとうございました。解消が見られな

かった農地の地権者のうち、今年度初めて解消が見られなかったという方

につきましては、今月中に農地法第３２条の規定による農地の利用意向調

査を行い、昨年度から解消が見られていないという方へは、引き続き指導

を続けてまいります。 

 以上でございます。 

【議  長】  今のご説明に対して何かご質疑はありますか。ないですか。 

        （「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

が、よろしゅうございますか。 

 それでは、ほかに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】  長い間、お疲れさまでした。あと、今年も１カ月ということで、お体

のほうに十分気をつけてお過ごしいただければと思います。今日はご苦労

さまでした。 

（終了 午後３時２５分） 


