
平成２９年第２回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２９年２月２３日

                           １３時３０分～１５時４５分

                 会  場    海老名市役所６階議員全員協議会室
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平成２９年第２回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２９年２月２３日「平成２９年第２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        4番 瀬戸 正己 

 5番 小島 冨士男  6番 平井 敬   7番 加藤 忠晴  8番 竹内 章人

 9番 尾上 富夫 10番 井出 彰  11番 木島 稔  12番 森 征男 

13番 齋藤 孝一 14番 大矢 美知子 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。

15番 中山 勇  16番 塩脇 勉  17番 新戸 和夫 18番 守屋 福夫 

19番 宮台 孝治 20番 細川 英治 

事務局の出席は次のとおりである。

 事務局長 植松 正、管理係長 鈴木 真、 主事 籔本 浩平、 主事 湊 大輝

会議事項は次のとおりである。 

 日程第１ 議案第８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９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10号 引き続き特定貸付けを行っている旨の証明について 

 日程第４ 議案第11号 農用地利用集積計画（案）について 

 日程第５ 議案第12号 農用地利用配分計画（案）について 

 日程第６ 議案第13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７ 議案第14号 農地法第２５条の規定による和解の仲介について 

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 
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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、14番委員、２番委員を指名させていただ

きます。 

        次に報告事項を事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局長】 （先月の活動状況・農地の異動状況・県許可の状況を報告した。） 

【議  長】  報告が終了いたしました。ただいまの報告につきまして、何かご質問

がありましたら伺いますが。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  報告でございますので、この程度にさせていただきたいと思います。 

 それでは、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】  異議なしと認めます。よって、傍聴を許可します。 

 傍聴人を入室させてください。 

       （傍聴人入室） 

 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８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３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、規定され
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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。 

 議案書をごらんください。受付番号３、申請地は、大谷字■■■■■

■■■、台帳地目、田、現況地目、田、■■■平米、農業振興地域内の

田です。譲受人は、中新田■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、中

新田■■■■■■■■■、■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目

的は、経営規模拡大です。現地の案内図は、資料１をごらんください。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員の意見を求めます。６番委員。 

【６番委員】  まず、議案第８号の受付番号３番、４番、５番、６番。これにつきまし

ては、共通事項といたしまして、海老名運動公園周辺地区土地区画整理

事業に伴います代替地の取得であります。 

 それでは、受付番号３番、■■さんは、ご本人１人で農業に従事して

おり、一部作業委託をしながら経営されております。農業経験年数は５

０年で、農業機械はトラクターを１台所有しております。農業従事日数

は３６５日であります。耕作面積は、田が■■■■■平米、畑が■■■

■■平米で、合計、■■■■■平米です。また、地域農業集落の取り決

めに従い、支障の出ないよう耕作を行う旨のお話がありましたので、問

題はないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  ただいま６番委員のおっしゃったとおりでございます。農地法第３条第

２項各号に該当する項目はないことから、この案件について特に問題な

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。２番委員。 

【２番委員】  ２２日、昨日、現地調査しました。現況は田んぼということで、見まし
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たところ、良好に管理され、特に問題ないと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、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、受付番号３につい

て、承認をされる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、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、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、中新田■■■■■■■、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、中新田

■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、国分南■■■■■■■■、■

■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大です。現

地の案内図と写真は、資料２をごらんください。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見を求めます。６番委員。 

【６番委員】  ■■さんは、奥様と２人で農業に従事しており、農業経験年数は２０年

であります。所有する農業機械は、トラクター、耕耘機、田植機、コン

バイン、乾燥機を各１台であります。農業従事日数ですが、昨年はお勤

めの関係で、ご本人が３０日、奥様が２０日、一部作業委託をしながら

経営されておりましたが、ことしの３月で退職され、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、奥様が１００日の見

込みであります。耕作面積は、田が■■■■■平米、畑が■■■平米

で、合計、■■■■■平米であります。また、地域農業集落の取り決め

に従い、支障の出ないよう耕作をする旨のお話がありましたので、問題

はないと思います。 
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 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  今、６番委員がおっしゃったとおり、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ないことか

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】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  これも受付番号３と同じように、現地調査をしました。３も４も、年度

内に１回、刈り取りの後ですか、耕耘されておりまして、きれいに管理

されて、良好な状態に保たれております。特に問題ないと思われます。 

 以上です。 

【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４について、採

決させていただきたいと思います。 

 受付番号４について、承認とする方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  全員賛成ということですので、受付番号４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、中新田■■■■■■■、台帳地目、田、現況地

目、田、■■■平米です。これは農業振興地域内、かつ農用地区域内の

田です。譲受人は、中新田■■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、

中新田■■■■■■■■、■■■■■、権利の種類は、所有権の移転、

目的は、経営規模拡大です。現地の案内図は、資料３をごらんくださ

い。 

 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。６番委員。 

【６番委員】  ■■さんは、お子さんと２人で農業に従事しており、農業経験年数は、

ご本人が６５年、お子さんが４年です。所有する農業機械は、耕耘機２

台、トラクター、田植機、コンバイン、各１台です。農業従事日数です

が、ご本人、お子様ともに２７０日であります。耕作面積は、田が■■

■■■平米、畑が■■■■■平米で、合計、■■■■■■■平米です。

また、地域農業集落の取り決めに従い、支障の出ないよう耕作する旨の

お話がありましたので、問題はないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  ６番委員のご報告のとおり、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】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  この水田に関しても良好に管理されており、特に問題ありません。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようでございますから、受付番号５について、採決させてい

ただきたいと思います。 

 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】  全員賛成ということですので、受付番号５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６についてですが、５番委員が関係人として、

農業委員会に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当しますので、

本案件の審議終了まで退席をお願いいたします。 

         （５番委員退席） 
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【議  長】  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■■■■■■■■、台帳地目、田、現況

地目、田、面積、■■■平米です。農業振興地域内の田です。譲受人

は、中新田■■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、大谷南■■■■

■■■■■、■■■■■、権利の種類は、所有権の移転、申請目的は、

経営規模拡大です。現地の案内図と写真は、資料４をごらんください。 

 以上でございます。 

【議  長】  ここで地区委員の意見をということでございますが、譲受人が、先ほど

の受付番号５と同一人物でございますので、省略をさせていただきたい

と思います。 

 それでは、現地調査班長の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  この水田に関しましても、昨日現地調査しましたが、良好に管理されて

おります。特に問題ありません。 

【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、採決させていただきます。 

 受付番号６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６については、承認とさせて

いただきます。 

 それでは、５番委員に自席に戻っていただくよう、お願いいたしま

す。 

         （５番委員着席） 

【議  長】  次に、議案書７ページ、日程第２、議案第９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】  この証明は、農地の相続税納税猶予の特例適用を受けている方が、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
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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。 

 議案書をごらんください。受付番号３、被相続人は、杉久保■■■■

■■■■、■■■■、相続人は、杉久保北■■■■■■■■■、■■■

■、引き続き農業を行っている期間は、平成２６年２月２７日から平成

２９年２月２３日までです。特例農地等の明細ですが、杉久保北■■■

■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、畑、市街化区域内、■■■

■■■■平米です。これは筆のうちの農地部分の面積が■■■■■■平

米の持ち分２分の１という表記です。市街化区域内の生産緑地です。事

務局で２月１４日に現地調査をしたところ、農地として適正に管理され

ていました。特に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、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、採決をさせていただきたいと思いま

す。 

 受付番号３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８、９ページでございます。受付番号４につい

て、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号４、被相続人は、杉久保北■■■■■■■■■、■■■■、相

続人は、杉久保北■■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っ

ている期間は、平成２６年３月２９日から平成２９年２月２３日までで

す。特例農地等の明細ですが、杉久保北■■■■■■■■■、現況地

目、畑、台帳地目、畑、市街化調整区域内、■■■■■平米、ほか３１
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筆、議案書のとおりです。全て農業振興地域内の畑です。合計、■■■

■■■■平米です。事務局で２月１４日に現地調査をしたところ、全て

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】  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、受付番号４について、採決させてい

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４については、承認とさせて

いただきます。 

 続きまして、議案書１０ページでございます。受付番号５について、

事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号５、被相続人は、大谷■■■■■■、■■■■、相続人は、大

谷北■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は、平

成２６年３月２８日から平成２９年２月２３日までです。特例農地等の

明細ですが、大谷北■■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、

畑、市街化区域内、■■■平米、これは生産緑地です。事務局で２月１

４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】  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から、受付番号５について、採

決させていただきたいと思います。 
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 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】  挙手全員でございます。よって、受付番号５については、承認とさせて

いただきます。 

 続きまして、議案書１１ページでございます。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、被相続人は、杉久保南■■■■■■■■、■■■■、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２６年５月２７日から平成２９年２月２３日までです。

特例農地等の明細ですが、上河内字■■■■■■■、現況地目、田、台

帳地目、田、市街化調整区域、■■■平米、ほか２筆、議案書のとおり

です。１筆が農業振興地域内の田、２筆が市街化区域内の生産緑地の畑

です。事務局で２月１４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。 

 また、議案書の１１ページ右上の特例農地の面積の欄には■■■■■

平米とありますが、ただいま審議していただいている３筆の面積の合計

は、■■■■■平米です。ほかの特例適用農地については、農用地利用

集積計画によって別の農家に貸し付けておりまして、議案書１３ページ

の引き続き特例貸付けを行っている旨の証明に出てまいります３筆で

す。自作している筆と特定貸付けしている筆を合わせると、■■■■■

平米であることを申し添えます。 

 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】  意見もないようでございますから、受付番号６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） 
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【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号６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１２ページでございます。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  事】  受付番号７、被相続人は、中野■■■■■■、■■■、相続人は、中野

■■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は、平

成２６年２月２７日から平成２９年２月２３日までです。特例農地等の

明細ですが、中野■■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、畑、

市街化調整区域、■■■平米、ほか９筆、議案書のとおりです。農業振

興地域内の田と農振農用地区域内の畑です。合計、■■■■■■■■平

米です。事務局で２月１６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】  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、受付番号７についてを採決させてい

ただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  全員賛成でございますので、受付番号７については、承認とさせていた

だきます。 

 次に、議案書１３ページ、日程第３、議案第１０号 引き続き特定貸

付け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、相続税納税猶予の特例適用を受けている農地について、特

定貸付をしている方が、３年ごとに引き続き相続税納税猶予の特定を受

けたい旨の継続届出書を税務署へ提出する際に必要な証明です。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が特定貸付され、農
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地として利用されているかという部分を農業委員会が証明します。 

 議案書をごらんください。受付番号１、被相続人は、杉久保南■■■

■■■■■、■■■■、相続人は、杉久保南■■■■■■■■、■■■

■、引き続き特定貸付を行っている期間は、平成２６年５月２７日から

平成２９年２月２３日までです。特例農地等の明細ですが、中野■■■

■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、田、市街化調整区域、■■■平

米、ほか２筆、議案書のとおりです。農振農用地区域内の畑と、農業振

興地域内の田で、合計、■■■■■平米です。事務局で２月１４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。 

 また、補足で説明をさせていただきます。今回の場合で言う特定貸付

は、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の作成による

貸付です。中野■■■の畑については平成３２年１２月３１日まで、杉

久保字■■の田については平成３０年１２月３１日まで、それぞれ農用

地利用集積計画により貸付をしています。 

 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】  意見もないようでございますから、受付番号１についてを採決させてい

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１を承認とさせていただきま

す。 

 次に、議案書１４ページ、日程第４、議案第１１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６について、提案説明をお願いいたします。 

【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
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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１４ページをごらんください。受付番号６、借り手は、国分北

■■■■■■■■■、■■■■、貸し手は、上今泉■■■■■■■■、

■■■■、貸し借りする農地は１筆で、上今泉字■■■■■■■■、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２９年３月１日から平成３

３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。２月１４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。また、借り手は市内の農家です。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】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようですから、受付番号６についてを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】  全員賛成でございます。よって、受付番号６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７について、提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号７、借り手は、中新田■■■■■■■■、■■■、貸し手は、

中新田■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農用地は５筆で、

大谷字■■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、ほか４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、
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貸し借りの期間は、平成２９年３月１日から平成３３年１２月３１日ま

での５年間、借賃は、１筆につき年額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す。２月１４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。また、借り手は市内の農家です。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】  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、採決をさせていただきます。 

 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、提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号８、借り手は、杉久保南■■■■■■■■■、■■■■、貸し

手は、杉久保北■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は１筆

で、上河内字■■■■■■、現況地目、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３月１日から平成３１年１２月３１日までの３年間、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す。２月１４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。また、借り手は市内の農家で

す。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】  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、受付番号８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８を承認とさせていただきま

す。 

 続きまして、議案書１５ページ、受付番号９について、提案説明をお

願いいたします。 

【主  事】  受付番号９、借り手は、大谷南■■■■■■■、■■■■、貸し手は、

中新田■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は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

２９年３月１日から平成３３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。２月１４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。また、借り手は市内の農家

で、認定農業者です。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】  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、受付番号９についてを採決させてい

ただきます。 

 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９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１０について、提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号１０、借り手は、同じく大谷南■■■■■■■、■■■■、貸

し手は、横浜市泉区岡津町■■■■■■■、■■■■■■■■■■、■

■■■、貸し借りする農地は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２９年３月１日から平成３３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。２

月１４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。また、借り手は市内の農家で、認定農業者です。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】  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１０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１０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１１について、提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号１１、借り手は、大谷南■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、河原口■■■■■■■■■■■■、■■■■■、貸し借りする農地

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
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間は、平成２９年３月１日から平成３３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。２月１４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。また、借り手は

市内の農家で、認定農業者です。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】  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、受付番号１１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１１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１６ページ、受付番号１２について、提案説明を

お願いいたします。 

【主  事】  受付番号１２、借り手は、大谷南■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、中新田■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は６筆で、

中新田■■■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、ほか５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２９年３月１日から平成３３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す。２月１４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。また、借り手は市内の農家で、認定農業者です。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。 



18

【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から、受付番号１２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１２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１３について、提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号１３、借り手は、大谷南■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、勝瀬■■■■、■■■■■、貸し借りする農地は１筆で、勝瀬字■

■■■■■、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２９年３月

１日から平成３１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。２月１４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。また、借り手は市内の農家で、認定農

業者です。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】  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、受付番号１３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） 
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【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号１３については、承認とさせ

ていただきます。 

 続きまして、受付番号１４について、提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号１４、借り手は、大谷南■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、国分南■■■■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は

２筆で、勝瀬字■■■■■■、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、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３月１日から平成３１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。２月１

４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。また、借り手は市内の農家で、認定農業者です。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】  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、受付番号１４についてを採決させて

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、賛成とさせていただき、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、議案書１７ページ、受付番号１５について、提案説明を

お願いいたします。 

【主  事】  受付番号１５、借り手は、大谷南■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、厚木市飯山■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は１筆で、勝

瀬字■■■■■■、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２
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９年３月１日から平成３１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。２月１４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。また、借り手は市内の農家

で、認定農業者です。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】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

【４番委員】  ちょっと確認ですが、借り手は、ずっと見ていますと、１町以上の借り

手になりますけれども、これだけの耕作ができる方なんでしょうかね。

確認ですけれども。 

【主  事】  ■■さんは中部営農組合に属されている方だと思います。利用集積計画

という仕組みで農業委員会を通して貸し借りをするという場合には、団

体でということですと、法人格を持った団体でないと申請ができないと

いうような仕組みにもなっております。 

 中部営農組合に所属されているというところもありまして、全ての農

作業を■■さん個人でやるというものではないのかもしれないというの

はあるんですけれども、経営に関しては、この方が耕作をするというこ

とで、荒らすことなくやられるとは考えております。 

【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、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、提案説明をお願いいたします。 
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【主  事】  受付番号１６、借り手は、大谷南■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、勝瀬■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は３筆で、勝瀬字■

■■■■■、現況地目、田、■■■平米、ほか２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２９年３月１日から平成３１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。２月１４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。また、借

り手は市内の農家で、認定農業者です。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】  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、受付番号１６を採決させていただき

ます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  全員賛成でございますので、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、受付番号１７について、提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号１７、借り手は、大谷南■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、勝瀬■■■■■、■■■、貸し借りする農地は２筆で、勝瀬字■■

■■■■■、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、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３月１日から平成３１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。２月１４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。また、借

り手は市内の農家で、認定農業者です。農用地利用集積計画の法定要件
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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】  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、受付番号１７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】  全員賛成ということでございますので、受付番号１７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１８ページ、受付番号１８について、提案説明を

お願いいたします。 

【主  事】  受付番号１８、借り手は、大谷南■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、勝瀬■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は２筆で、勝瀬字■

■■■■■■、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、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３月１日から平成３１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。２月１４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。また、

借り手は市内の農家で、認定農業者です。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】  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） 
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【議  長】  意見もないようでございますから、受付番号１８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１８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１９について、提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号１９、借り手は、中河内■■■■■■、■■■■、貸し手は、

中河内■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は７筆で、中河内字

■■■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、ほか６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２９年３月１日から平成３３年１２月３１日ま

での５年間です。農業振興地域内及び農振農用地区域内の新規の計画で

す。２月１４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。また、借り手は市内の農家で、認定農業者です。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】  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、受付番号１９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】  全員賛成でございます。よって、受付番号１９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２０について、提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号２０、借り手は、中河内■■■■■■、■■■■、貸し手は、
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東京都大田区西六郷■■■■■■■■、■■■■■、貸し借りする農地

は８筆で、中河内字■■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、ほか

７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２９年３月１日から平成３３

年１２月３１日までの５年間です。農振農用地区域内及び市街化調整区

域内の新規の計画です。２月１４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。また、借り手は市内の農家で、

認定農業者です。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】  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、受付番号２０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】  全員賛成でございます。よって、受付番号２０について、承認とさせて

いただきます。 

 続きまして、議案書１９ページ、受付番号２１について、提案説明を

お願いいたします。 

【主  事】  受付番号２１、借り手は、上郷■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、国分寺台■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は１筆

で、下今泉■■■■■■、現況地目、畑、■■■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、普通畑、貸し借りの期間は、

平成２９年３月１日から平成３１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。２月１４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。また、借り手は市内の
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農家です。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】  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、受付番号２１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】  全員賛成でございます。よって、受付番号２１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２２について、提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号２２、借り手は、上郷■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、上郷■■■■■■■■■、■■■、貸し借りする農地は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２

９年３月１日から平成３１年１２月３１日までの３年間です。農振農用

地区域内の新規の計画です。２月１４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。また、借り手は市内の農家

です。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】  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） 
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【議  長】  意見もないようでございますから、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】  全員賛成でございます。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、提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号２３、借り手は、上郷■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、上郷■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は２筆で、上

郷字■■■■■■■、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、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３月１日から平成３１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。２月１４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。また、借り手は市内の農家です。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】  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、受付番号２３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２３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２０ページ、受付番号２４について、提案説明を

お願いいたします。 
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【主  事】  受付番号２４、借り手は、下今泉■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、上今泉■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は１筆

で、上今泉字■■■■■■■■、現況地目、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３月１日から平成３１年１２月３１日までの３年間、借賃

は、年額7,000円、借賃の支払い方法は、年末に口座振り込み払いです。

農振農用地区域内の新規の計画です。２月１４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。また、借り手は市

内の農家で、認定農業者です。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】  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、受付番号２４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】  全員賛成でございます。よって、受付番号２４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２５について、提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号２５、借り手は、下今泉■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、上今泉■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は１筆

で、上今泉字■■■■■■■■、現況地目、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３月１日から平成３１年１２月３１日までの３年間、借

賃は、年額7,000円、借賃の支払い方法は、年末に口座振り込み払いで

す。農業振興地域内の新規の計画です。２月１４日に事務局で現地確認
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をしたところ、現地は農地として管理されていました。また、借り手は

市内の農家で、認定農業者です。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】  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、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】  全員賛成でございます。よって、受付番号２５については、承認とさせ

ていただきます。 

 次に、議案書２１ページ、日程第５、議案第１２号 農用地利用配分

計画（案）について「貸し借り」を議題といたします。 

 整理番号１について、提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  海老名市から農用地利用配分計画の案を作成するので、農地中間管理事

業の推進に関する法律の規定により、意見を求められています。 

 議案書に名称としては出てこないのですが、貸し手は、公益社団法人

神奈川県農業公社です。借り手は、本郷■■■■■■、■■■、貸し借

りする土地は、本郷字■■■■■■■■、田、■■■平米のほか１筆、

議案書のとおりで、合計、■■■■■平米、農業振興地域内の水田で

す。権利の種類は、使用貸借権の設定、期間は、平成２９年５月１日か

ら平成３７年１２月３１日までです。借り手は、市内の認定農業者で

す。 

 引き続き、補足説明をいたします。海老名市内の土地について、農用

地利用配分計画がつくられるのは初めてのことですので、制度の説明を

まずさせていただきたいと思います。 
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 資料５をごらんください。下に５－１と書いてあるページをごらんい

ただければと思うんですが、きょうご審議いただく農用地利用配分計画

は、農地中間管理事業という制度の中で、農地の担い手が農地を借りる

ときに使われる手法です。ページ真ん中の図で、真ん中の四角、農地中

管理機構から、右の担い手へ出ている矢印の下にも書いてあります、農

用地利用配分計画を公告というところです。ここの部分のことを審議し

ていただくことになっています。 

 まず、農地中間管理事業というものについて、そもそものところを確

認していただきたいと思います。農地中間管理事業は、農地中間管理機

構というところが主体となって行う事業です。農地中間管理機構という

のは、各都道府県に１つ、都道府県の第３セクターとして指定される法

人です。神奈川県では公益社団法人神奈川県農業公社という法人が農地

中間管理機構として指定されています。資料中段の先ほどの図をごらん

ください。農地中間管理事業の実施方法を確認します。この農地中間管

理事業は、２段階で行われます。まず、地権者である出し手から、農地

中間管理機構が農地を借り受けます。そして、農地中間管理機構は、そ

の借り受けた農地を受け手（担い手）へ貸し付けます。この２段階で農

地の権利設定を行い、農業の担い手へ農地を集積するというのが、農地

中間管理事業の目的です。農地中間管理事業では、地権者から農地中間

管理機構が農地を借り受ける段階と、農地中間管理機構から担い手へ貸

し付ける段階と２段階があることを確認していただきましたが、今回の

案件については、１段階目の農地の貸し借りは、既に行われています。 

 資料をめくっていただいて、資料の下のページ番号、５－６、５－７

と書いてあるページをごらんください。５－６と５－７のページなんで

すが、ちょうど１年前、平成２８年の２月に決定、公告された海老名市

の農用地利用集積計画によって、農地中間管理機構である公益社団法人

神奈川県農業公社は、地権者から本件の本郷字■■の田を借り受けてい

ます。右側のページをご確認いただきたいんですが、借り手は、公益社

団法人神奈川県農業公社、権利の種類は、使用貸借権の設定、貸し借り

の期間は、平成３７年１２月３１日までとなっています。神奈川県農業
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公社は、転貸するために農地を借り受けています。 

 次に、農用地利用配分計画の部分の確認をしていただきたいと思いま

す。農地中間管理事業の制度の中で２段階目の部分、農地中間管理機構

が担い手へ農地へ貸し付けるときに使うのが、農用地利用配分計画の仕

組みです。ページ番号５－１の下のところ、文字が書いてある、「ちょっ

と詳しく」というところの②のところをごらんいただければと思います。

「農用地利用配分計画とは」とございます。農地中間管理機構が定める

農用地利用配分計画を知事が公告することにより、農地の権利移動が行

われます。農地法に基づく農業委員会の許可は不要とされています。 

 ページをめくっていただいて、次のページ、下に５－３と書いてある

ページをごらんください。具体的な事務の流れを確認します。ページ５

－３と書いてあるところの下のほう、「機構に農地を借りる場合の流れ

（概要）」というところをごらんいただければと思います。順にご確認い

ただきたいと思います。まず、農地を借りたい方は、農地中間管理機構

による借受希望者の募集へ応募します。農地中間管理機構は、募集に応

じた借受希望者をリストにして公表します。農地中間管理機構は、貸付

先決定ルールに基づき、募集に応じた借受希望者に優先順位をつけま

す。農地中間管理機構は、優先順位の高い借受希望者から順次交渉をし

ます。農地中間管理機構と借受希望者との交渉がまとまったら、農地中

間管理機構は農用地利用配分計画の案の作成を市へ求めます。現在はこ

この段階です。海老名市では、この利用配分計画の案の作成を中間管理

機構から求められていまして、その作成に当たり、市から農業委員会へ

意見を求められています。ここまでが仕組みについての一般的な説明で

したが、ここからは本件についての具体的な状況を報告させていただき

ます。 

 ページ５－３の今確認していただいた流れの１つ目、２つ目の借受希

望者の募集や応募した方の公表というのは、農地中間管理機構である神

奈川県の農業公社によって既に行われました。インターネットや県のた

よりを使って行われたということです。６つの経営体が市内の水田を借

り受けたいと応募したようです。 
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 次の資料５－５のページをごらんください。海老名市内の農地を借り

受けたいと農地中間管理機構へ応募した方で田を希望している方は、表

にある６者だそうです。神奈川県農業公社の貸付先決定ルールにのっと

って優先順位を検討した整理が、このチェックシートだと聞いていま

す。これによると、順位１位は同列で、■■■さん、■■■■さん、■

■■さん、■■■■さんで、順位の５位が同列で、■■さんと■■■■

さんだそうです。公表されているルールのもとでは、４者の優先順位は

同列ですが、神奈川県農業公社では、具体的に事業を推進する上では協

議する順を決めなければならないとし、■■さんが特に本郷地区におけ

る農地の貸し借りを希望しているという理由から、まず先に■■さんと

協議をしたと聞いています。その結果、この農地を借り受ける意向があ

るとのことです。神奈川県農業公社から農用地利用配分計画の案の作成

依頼が市にあった際に、このような具体の状況についての情報提供もあ

りました。神奈川県農業公社からの情報、具体的には、借受希望者の募

集状況や貸付先決定ルールに基づく優先順位の検討結果、借受希望者と

の協議結果の情報に基づいて、市では議案書のとおり農用地利用配分計

画の案を作成することとして、農業委員会に意見を聞いています。 

 市が農地中間管理機構の求めに応じて農用地利用配分計画の案を作成

する際には、農業委員会へ意見を聞くという制度になっていることにつ

いては、資料の中にも説明がございます。資料のページ、５－２となっ

ているところをごらんください。５－２のページの一番下の「ちょっと

詳しく」という文章のところを読み上げます。市町村が農用地利用配分

計画を作成する際には、「市町村は、必要があると認めるときは、農業委

員会の意見を聞くものとする。」とされています。これは農地中間管理事

業の推進に関する法律に出てくるものです。また、衆議院及び参議院の

附帯決議において、市町村が農用地利用配分計画案を作成する際には、

「農地の所在、所有者等の情報を把握している農業委員会の意見聴取を

基本とするよう運用すること」とされていますとあります。農業委員会

が頼りにされていますと書いてあります。以上が背景の部分の補足説明

です。 
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 具体の貸し借りについての補足なんですが、■■■さんが田を借り受

けることについては、認定農業者であることや、市内の経営農地の利用

状況などから、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  農業委員会として初めての取り扱いになります。十分なる把握をしなが

ら、進めればと思っております。 

 質疑のある方。 

【13番委員】  質疑というか、ちょっと教えていただきたいんですけれども、ページで

言う説明の中で、「機構に農地を借りる場合の流れ（概要）」というのが

５－３ページなのですけれども、その中で、認定農業者というような言

葉が出てくるのですけれども、その中で、借受けを希望された方の中

に、■■■■があるのですけれども、これは会社なのですか。■■さん

個人ということで借りるのか、その辺のところはどうなんでしょうか。 

 今回は■■さんというようなことの流れでいくんですけれども、■■

■■というふうな、それは会社の名前ですかね。それは可能なんです

か。 

【主  事】  ■■■■さんは法人として手を挙げていられると聞いています。法人で

したり、あと、農家でない一般個人も、例えば農用地利用集積計画でし

たり、あとは農地法３条の許可を受けて農地を借りるということはでき

ます。法律の基準が緩和されています。それは平成２１年の法改正だっ

たと思います。一般個人や一般の法人が農地を借りることができるとい

うときには、条件つきで、認められています。ちゃんと管理ができてい

ないときには復元を必ずします、その費用も必ず持ちますというところ

を約束していただいたりですとか、あとは、当事者の主張ではなく、農

業委員会がその農地の管理状況について判断をするという、第三者が判

断するということになっていたりですとか、そういった条件がついた貸

し借りが認められているという制度があります。この農用地利用配分計

画の根拠法である農地中間管理事業法というところでも、その条件つき

の貸し借りが一般法人でも認められているという制度でございます。海

老名市では事例がないんですが、相模原市などでは農用地利用集積計画
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でそういう事例があるそうで、実際に■■■■さんは、一般法人として

解除条件つきの田んぼの貸し借りを相模原市内の土地でやっていられる

そうです。そういう流れから手を挙げられたものと思います。 

 しかし、まず、そもそも貸付先決定のルールが、認定農業者を優先す

るということになっておりまして、海老名市においては、認定農業者の

方で手を挙げていられる方がいらっしゃるので、一般法人が農地を借り

られるという見込みは、その方たちに全部当たって、全部断れたときで

ないと難しいのではないかと思うんです。ただ、ルール上はあるもので

すから、手を挙げていただいて、リストに載っているということと把握

をしております。 

【13番委員】  今の説明ですと、例えば地域が本郷であるからということで、■■さん

というような方向づけがあるんですけれども、そのほかに４名の方があ

るんですが、その中で、地域が別としても、今のこの説明ですと、認定

農業者ということで、最優先に■■■■さん以外の方が借りてくださ

い、借りますよというほうが、どっちかというと、優先順位でそうなる

ということですか。 

【主  事】  おっしゃるとおりでございます。貸付先決定ルールにのっとって、優先

的に協議をする方の順位を決定するということだそうです。 

【13番委員】  わかりました。 

【９番委員】  貸付期間が長いんですけれども、相続が発生した場合はどうなんですか

ね。貸しちゃったはいいけど、相続が発生したという場合には、戻して

もらうということはできるんですか。 

【主  事】  法律にのっとった話をさせていただくと、今回の貸し借りが成立すれ

ば、この期間まで耕作する権利が■■■さんにあるということになりま

すので、地主さんに相続が発生したとしても自動的に解約にはならない

ということになります。お互いに合意すれば解約はできますけれども、

耕作するつもりがあって、返さないということであれば、この期間まで

は耕作者の権利が保護される仕組みでございます。ただ、農地中間管理

機構では、柔軟に取り扱うというような方針でいるようでして、返して

ほしいということが地主さんから話があったときに、それは基本的には
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認められないというところから始まるのではなく、地主さんと借りてい

られる方の間を持つような形でお話はするということの考えであるよう

なことは聞いています。 

【９番委員】  大丈夫なのかなと思って。要するに相続が発生したときには無条件で返

してもらうということなの。 

【議  長】  返してくれないということですよ。 

【９番委員】  そうじゃないんだ。 

【議  長】  契約だから。 

【９番委員】  そうすると、相続が発生した人はどうなるの。相手と話し合う。税務署

との問題が絡んでくるんじゃないの。 

【主  事】  平成３７年１２月３１日までということが認められた後の話ですけれど

も、もしそうなれば、平成３７年１２月３１日までは耕作権のついてい

る土地という、そういう性格の土地を相続したという考え方になるそう

です。相続税の納税猶予制度では、先ほど特定貸付という話がございま

したけれども、その中にこの農地中間管理事業による貸し借りも含まれ

るということなので、この農地について相続税の納税猶予が受けられな

くなるということはないようです。 

【９番委員】  それは税務署との話はできているわけね。 

【主  事】  そうです。農林水産省と総務省のほうで話をして、この方法での貸し借

りも、もちろん農用地利用集積計画の貸し借りもですけれども、特定貸

付けという相続税上の考え方になりまして、納税猶予を受けられること

のできる貸し借りの方法だということだそうです。 

【議  長】  ほかに。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見のある方。意見ないですか。 

        （「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から、議案第１２号、整理番号

１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） 
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【議  長】  全員賛成でございます。よって、議案第１２号、整理番号１について

は、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書２２ページ、日程第６、議案第１３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】  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２、届出地は、中新田■■■■■■■■、現況地目、田、台

帳地目、田、■■■平米、ほか５筆、議案書のとおりです。賃貸人は、

中新田■■■■■■■■、■■■■、賃借人は、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２８年１２月３１日、土地の引渡し日は、平成２９年

１月１日です。現在は、貸していた方に農地が返っており、また、新た

に農用地利用集積計画作成により、別の方と貸し借りを行います。こち

らは、先ほどご審議をいただきました、議案書１６ページ、受付番号１

２番がこちらに該当いたします。なお、事務局で２月１４日に現地確認

を行い、農地として管理されていることを確認しました。特に問題はな

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】  意見もないようでございますから、議案第１３号、受付番号２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】  全員賛成でございます。よって、議案第１３号、受付番号２について

は、承認とさせていただきます。 
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 続きまして、受付番号３について、提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号３、届出地は、大谷字■■■■■■■、現況地目、田、台帳地

目、田、■■■平米、ほか４筆、議案書のとおりです。賃貸人は、中新

田■■■■■■■■■、■■■■、賃借人は、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２８年１２月３１日、土地の引渡し日は、平成２９年１月

１日です。現在は、貸していた方に農地が返っており、また、新たに農

用地利用集積計画作成により、別の方と貸し借りを行います。こちら

も、先ほどご審議をいただきました、議案書１４ページ、受付番号７が

こちらに該当いたします。なお、事務局で２月１４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】  意見もないようでございますから、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】  全員賛成でございます。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、受付番号４について、提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号４、届出地は、中新田字■■■■■■■、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。賃貸人は、中

新田■■■■■■■■■、■■■■、賃借人は、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
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約した日は、平成２８年１２月３１日、土地の引渡し日は、平成２９年

１月１日です。現在は、貸していた方に農地が返っております。なお、

事務局で２月１４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】  意見もないようでございますから、受付番号４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】  全員賛成でございます。よって、受付番号４については、承認とさせて

いただきます。 

 続きまして、受付番号５について、提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号５、届出地は、中新田字■■■■■■■、現況地目、田、台帳

地目、田、■■■平米、賃貸人は、伊勢原市板戸■■■■■■■、■■

■■、賃借人は、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２８年１２月３

１日、土地の引渡し日は、平成２９年１月１日です。現在は、貸してい

た方に農地が返っております。なお、事務局で２月１４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。特に問題はない

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） 
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【議  長】  意見もないようでございますから、受付番号５についてを採決をさせて

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５については、承認とさせて

いただきます。 

 次に、追加議案でございますが、日程第７、議案第１４号、農地法第

２５条の規定による和解の仲介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】  本日、追加で机の上に配付をさせていただきました議案書のページが右

下に４１と振ってある議案書のページがございます。こちらの議案書

と、あと追加で資料が、右上に資料６というふうに書いてあるものがク

リップでとめられていたのではないかと思うんですけれども、一番頭に

告示の写しがついたものです。そちらの資料６と右上に書かれた資料を

ご用意ください。こちらの議案書と資料をもとにご説明をさせていただ

きますので、よろしくお願いします。 

 農地法第２５条では、農業委員会は、農地等の利用関係の紛争につい

て、当事者の双方、または一方から和解の仲介の申し立てがあったとき

は、和解の仲介を行う旨、規定されています。この規定に基づき、和解

の仲介の申し立てがございました。 

 資料６の３枚目になります。下に６－３というふうに書いてあるペー

ジをごらんください。こちらは、海老名市の農業委員会規程の抜粋でご

ざいます。本規程におきましては、第４条の２というところに、農地等

紛争あっせん委員会の設置に関する規定がございます。また、第６条、

真ん中から少し下のところには、そのあっせん委員会で処理をする事務

は、会長が総会に諮ってこれを定めるという規定がございます。農地法

第２５条及びこちらの規定に基づきまして、本案件につきまして、農業

委員会によって処理をするか、また、処理をする事務として定めた場合

には、仲介の委員をご指名いただきたく、案件の上程をさせていただき

ます。 
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 ご審議をいただく前に、和解の仲介というものがそもそも初めての方

がほとんどだと思いますので、制度のご説明をさせていだたきます。 

 資料６－１というふうに振ってあるものをごらんください。農地の紛

争問題が起こったというときの解決の方法、手段としまして、大きく３

つございます。１つ目、１と書かれているのが民事訴訟、２つ目が農事

調停、そして、３つ目が和解の仲介です。 

 １つ目、民事訴訟ですが、表の左側になります。これは、私人間の紛

争等を判決により決着をさせるもので、裁判所へ訴訟を起こすことによ

って始まります。こちらの仕組みのメリットとしましては、強制的な解

決方法であるというところから、妥協が生じないことですとか、事実関

係が明白になることなどが挙げられます。デメリットとしましては、敗

訴したほうの主張が退けられてしまうということ、時間や手間がかかる

こと、また、弁護士等への依頼が必要になるため、費用がかかるという

ことが挙げられます。 

 ２つ目、真ん中、農事調停というところですが、これは裁判所へ申し

立てを行い、調停委員のあっせんにより妥協することで解決を図るとい

う仕組みです。こちらのメリットにしましては、結論に納得ができない

という場合には、それを打ち切ることができること、また、訴訟に比べ

れば手間や費用、時間がかからないことなどが挙げられます。デメリッ

トとしましては、結論が得られないこともあるということと、費用がか

かってしまうこと、また、裁判所への出頭を要すということなどが挙げ

られます。 

 ３つ目、今回、申し立てのあった和解の仲介ですが、こちらは、農業

委員会への申し立てによって、農業委員や農地利用最適化推進委員の方

から３名が仲介委員となりまして、紛争の解決を図るという仕組みでご

ざいます。こちらのメリットとしましては、手続の費用がかからないと

いうこと、裁判所への申し立てではなくて、農業委員会へ申し立てを行

うということで、農業委員会が仲介をするため、手続が簡易であるこ

と、また、地域の実情等が考慮されることなどが挙げられます。こちら

のデメリットとしましては、結論が得られないことがあること、また、
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両者の話を聞いて妥協点を探るという解決方法であるため、お互いの妥

協が必要になるということなどが挙げられます。 

 和解の仲介に関しましては、性質としまして、どちらか片方の主張の

正当性を証明するとか、そういうものではなく、当事者双方の話を聞き

まして、主張や実情など理解した上で、事実関係を整理して、双方が妥

協し、納得できるような和解案を提案し、それについて説得を試みると

いうような仕組みでございます。そのため、どうしても当事者の理解が

得られないという場合には、仲介を打ち切りとすることもできます。ま

た、どちらか一方が正しい、正しくないという点を争うというわけでは

なく、あくまで第三者として農業委員会としましては主張を受けとめま

して、当事者同士、気持ちの整理をしてもらって、解決に導くというと

ころが大切になるような仕組みでございます。 

 以上が和解の仲介の簡単な仕組みのご説明でございます。 

 次に、具体的な手続の流れに関しまして、資料６の２枚目、６－２と

いうふうに振ってあるページをごらんください。当事者の双方または一

方から申し出があったときに和解の仲介が始まります。表でいくと、「農

業委員会（内容を調査）」というものがありまして、その次に、「当事者

双方又は一方から申し出があったとき」というふうに書いてあります。

農業委員会でそれについて仲介をするか、または都道府県知事に仲介を

するよう申し立てるものかというものに関しまして、まず総会でご審議

をいただきます。そして、決定をいただきまして、農業委員会でそちら

の仲介を行うということになりましたら、仲介に当たる仲介委員という

ものを会長が指名いたします。仲介委員が決まりましたら、和解の仲介

を行う旨を当事者双方と神奈川県知事へ通知をするという仕組みがござ

います。そして、その後、その下に「仲介の期日・場所の通知」という

ものがありますが、当事者と仲介委員がお互いに集まり、話し合いを行

う場というものを設定しまして、資料にあるとおり、仲介の開催という

流れになります。話し合いを行った結果、和解案に双方が納得をすれば

和解は成立ということになりますが、農業委員会ですとか、当事者の方

が提示する和解案に納得しないという場合ですとか、両者双方の主張が
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平行線で妥協点が見つからないという場合には、仲介の打ち切りという

ことになります。また、もし和解が成立した場合には、その内容は訴訟

による判決と同様、法的に公認された事実というふうに見なされまし

て、民法上の和解の効力が発生するような仕組みです。そして、以後、

そのほか、証拠が出てきたとしても、その結果は覆すことができないと

いうようなものになります。 

 それでは、今回申し立てがあった件につきまして、非常に簡単にでは

ございますが、口頭で申しわけないのですけれども、経過についても触

れさせていただこうかと思います。なお、和解の仲介に関しましては、

当事者の秘密が守られるべきものという考え方がありまして、原則、仲

介に関しましては非公開とされております。しかし、農業委員会の総会

に関しましては、原則公開するということになっておりますので、この

場では和解の仲介に関しましては、当事者の氏名ですとか、あと、実際

の詳しい土地の場所ですとかというところは、お控えさせていただけれ

ばというふうに思います。 

 それでは、非常に簡単にではございますが、経過について触れさせて

いただきます。 

 中新田地内の土地になるのですが、中新田の農地につきまして、中新

田にお住まいの方から申し立てがございました。昭和３０年代に農地法

第３条の許可を受けて賃貸借による農地の貸し借りが始まり、現在まで

続いている土地ですが、借り手から貸し手に対し、借り手が耕作権を適

法に持っていることを改めて確認してほしいというのが申し立ての主旨

です。両者から詳しく話を聞いたところ、貸し手である地権者さんが、

これからはご自身で耕作を行っていきたいというふうに考え、土地を返

してほしいという相談をしていたそうです。しかし、借り手は耕作を続

けたいという意向があるとのことで、協議が整わないという状況にある

そうです。賃貸借による貸し借りをもし解約するという場合には、先ほ

どご審議いただいたものもありましたが、農地法第１８条第６項の規定

による合意の解約が必要になります。しかし、双方でその合意が得られ

ずに、現在も借人が耕作をしているそうです。そんな中、借り手が耕作
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を続けるのに支障が出てしまうような措置が貸し手によりとられてしま

ったということがあったようでして、こちらの問題について解決をした

く、借り手から申し立てがあったという経過でございます。詳細につき

ましては、仲介委員となった方に別でまた資料がございますので、そち

らをご参照いただきながら、別途詳しく説明をさせていただければと思

っております。 

 以上が経過のご説明になります。 

 この件につきまして、農業委員会で仲介をするか、農業委員会で仲介

することが困難または不適当として神奈川県知事に仲介をするよう申し

出るかということをご審議いただきたいと思いますが、困難または不適

当と認められる事由としましては、次の５つが挙げられます。１つ目

が、その紛争にかかる農地等のうちにほかの農業委員会の区域内にある

農地等が含まれるとき、２つ目が、その事件が農地等にかかる行政処分

の変更等を必要とすることとなることが予想されるとき、３つ目が、そ

の紛争の当事者の一方が国、都道府県、または市町村であるとき、４つ

目が、その紛争の当事者の一方が農業委員会の委員、またはその配偶

者、もしくは世帯員等であるとき、５つ目は、その紛争が所有権の存否

にかかる準法律的な紛争、農業委員会で既に仲介を試みたことのある紛

争で、その後、当該紛争についての基本的な事態に変更のないもの、多

数の当事者にかかる紛争等農業委員会みずから仲介することを困難また

は不適当と認める事由があるときの５つです。これら５つの場合には、

農業委員会で仲介することが困難または不適当と認められることとなっ

ておりますが、今回の案件につきましては、これらには該当しないとい

うふうに事務局では考えております。 

 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【議  長】  今、事務局から説明がありましたとおり、この案件につきまして、海老

名市農業委員会規程第６条の規定により、海老名市農業委員会は和解の

仲介を行うことでよろしいかどうかを皆さん方にご審議をいただくわけ

でございます。最終的には賛否をとらせていただいて、承認するかしな
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いかというところまで農業委員会として決めさせていただくわけでござ

いますが、この案件につきましては、農業委員会で余り出ていなかった

仲介というふうなことでございますから、十分ご審議をいただいて、結

論というより、承認するかしないかというところで皆さん方に質疑を受

けたいと思いますが、質疑のある方、いらっしゃいますか。誰もいらっ

しゃいませんか。 

【９番委員】  ３人、農業委員から選ぶわけですよね。例えば農業委員会でそういうこ

とをしましょうという話になったときに、農業委員から３人の委員が和

解をするために選ばれるんでしょう。 

【議  長】  前後して申しわけないんですが、最終的には海老名市農業委員会とし

て、これを仲介をするということを決めた場合は、農業委員会で当初か

ら決まっている委員会がございます。そこのメンバーがやっていただく

ようになります。まだその前の段階ですから。後ほどそれも諮らなきゃ

いけないんですが、その前にこれを、海老名市農業委員会として仲介の

あっせんをするかしないかという。今、事務局としては、これは県に持

っていくものでなく、海老名市農業委員会として仲介のあっせんをする

のが妥当だというふうな提案をいただいているわけですけど。皆さん方

がそのとおりだと承認いただければ、後ほど、９番委員が言われたとお

り、農業委員会としては、和解の仲介の委員として、委員会がございま

すから、そのメンバーを承認するようになるわけです。今、その前の段

階で、皆さん方から質疑をお伺いしているのですが。 

【６番委員】  県へ持っていくことがなじまないという、県へ持っていくことにはなら

ないという部分で、所有権の存否にかかわらないというふうに判断され

ているということですよね。 

【主  事】  今回の件に関しましては、所有権がその方にあるかどうかというもので

はなくて、借り手に耕作権があることを確認したいという話になってい

ますので、所有権の存否にかかる紛争というものではないというふうに

考えております。 

【16番委員】  今聞いたところによりますと、今回は借り手のほうから仲介のあっせん

があったということですけれども、それでよろしいのでしょうか。 
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【主  事】  実際に申し立てがあったのは借り手の方からです。そのきっかけとなっ

たのが、耕作ができないような状態になってしまったというものがあっ

て、それでというふうに聞いています。 

【16番委員】  一般的に農地の場合は、大概、貸しているほう、土地の所有者が返して

くれと、ところが、今いろいろな関係があって、使っているほうが返さ

ないよというのが多い中で、今回、逆の例ですよね。ですから、こうい

う話が来るというのは、農家にとってはいいことじゃないかなと思うん

ですけれども。意見ですけど。 

【議  長】  両方とも農家の人があれですよね。農家側が、そのままにしておいてく

れということでしょう。借りているほうがそのままにしておいてくれと

いうことでしょう。 

【主  事】  借りている方は借り続けたいという話でして、貸している方は返しても

らいたいという話をしているところです。 

【議  長】  16番委員、逆。 

【16番委員】  逆なんですか。借り手が返したいというんじゃないんですか。 

【17番委員】  返さない。 

【主  事】  もう１度繰り返しになってしまうんですけれども、最初は貸している方

がその土地を返してもらって、自身でやっていきたいという思いがあっ

たそうなんですけれども、そこを借りている方もそこの土地は自分でや

りたいというお話でして、合意がとれずに解約ができないという状況が

あったそうです。その後、借りている方がそちらの土地を耕作しようと

したときに、耕作に支障を生じてしまうような状況がその土地に発生し

てしまって、今回、申し立てをしたという流れです。 

【16番委員】  貸し借りについては、３条許可とかそういうのでやったんでしょうか。

要するに終期がありますよね。 

【主  事】  昭和３０年代で、その当事者の方の祖父の代ぐらいというふうに聞いて

いるんですけれども―に農地法第３条の許可を受けて賃貸借権の設定に

より貸し借りが始まったというものになっています。賃貸借での貸し借

りですと、解約をするのにも許可が必要という仕組みになっているんで

すけれども、許可しなくても解約できる場合は合意解約ということで、
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お互いの話し合いが合意がとれなければ、解約したことにはならず、最

初に貸し借りを始めたときと同じ条件で貸し借りが続いていくという法

定更新という仕組みがありまして、それでずっと更新されていっている

土地というふうに聞いております。 

【16番委員】  永小作権ではないんですか。農地法３条ですから、永小作権という権利

がありますよね。あれではないんですか。 

【主  事】  当初の申請では、農地法３条の許可による賃借権の設定というふうに書

かれていたと思います。 

【13番委員】  今、事務局で提案されているのは、農業委員会でそういった仲介のこと

についてやっていいかどうか皆さんに諮りますよという、そういう提案

でしょう。その中で、６－３に、海老名市農業委員会規程（抜粋）を載

せてあります。また、６－１で、制度、メリット、デメリットの表が出

ていますよね。その中で、順番というわけじゃないんですけれども、１

段階、２段階、３段階でこの話は解釈すると思うんですけれども、和解

の仲介を農業委員にお願いをしたいというふうな借り手の人が申し出を

されているわけですよね。私はここでどうですかという格好で意見もい

ろいろあろうと思うんですけれども、農業委員会で受けるか受けないか

を賛否をとられたらどうですか。それでいいと思います。 

【議  長】  よろしゅうございますか。質疑はこの辺で打ち切って、今、意見を求め

ようと思ったんですが、13番委員から意見が出ましたので、ほかには意

見はございますか。 

【４番委員】  双方の意見をあっせん委員会のほうで確認したらいかがかでしょうかと

思うんです。資料等がありませんから。 

【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。 

 質疑を打ち切らせていただきまして、それでは、意見のある方。 

【13番委員】  今、いろいろと意見が出ておりますけれども、その中で、借りていられ

る方がずっとそこを借りたいという希望とのことで、農業委員会に和解

の仲介という格好で申し入れがありました。そんな中で、農業委員会の
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規程の抜粋を見させていただきますと、受けざるを得ないのかなと思い

ます。また、資料６－１を見ますと、訴訟とか、農事調停、和解の仲介

（農地法）を農業委員会がやるということを見ますと、段階で言うと、

１段階、２段階、３段階という格好でもって、農業委員会が１段階とし

て受けざるを得ないのかなというようなことでございますので、農業委

員会の賛否をとって受けざるを得ないのかなという意見でございます。

その中で、農業委員会が受けた場合には、そこに規定がございますけれ

ども、３名の方に、大変かと思いますけれども、その中に入っていただ

いて、和解をしていただくということだと思いますので、私の意見とし

ては、農業委員会で受けざるを得ないのかなと、かように思います。 

【議  長】  ほかに意見はありますか。 

        （「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、採決をさせていただきま

す。 

 日程第７、議案第１４号について、承認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７、議案第１４号につきまして

は、承認とさせていただきます。 

 それでは、全員賛成ということで承認をいただきましたので、和解の

仲介委員の指名を会長からさせていただきます。 

 海老名市農業委員会では、海老名市農業委員会規程第４条の２の規定

により、農地等の利用関係及び交換分合等についてのあっせんまたは紛

争防止の事務を処理するため、農地紛争あっせん委員会を設置してあり

ます。今回の和解の仲介委員として、農地等紛争あっせん委員会委員の

７番委員、５番委員、12番委員の３名を指名しますので、よろしくお願

いいたします。これは会長指名でございますので、指名をさせていただ

きます。 

 次に、議案書２３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。 
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 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】  農地の使用貸借の期間途中の解約というときには、農業委員会に届出を

していただいております。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１、届出地は、中新田■■■■■■■■、現況地目、田、台

帳地目、田、■■■平米、貸人は、中新田■■■■■■■■■、■■■

■、借人は、大谷南■■■■■■■、■■■■■、相続人、■■■■、

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２８年１２月３１日に行い、農地の引渡しは平成

２９年１月１日に行ったという届出内容です。現在は、貸していた方に

農地が返っておりまして、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。こちらも先ほどご審議をいただきました議案

書１５ページ、受付番号９がこれに該当いたします。なお、事務局で２

月１４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。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がないようでございますので、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】  では、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、届出地は、中新田■■■■■■■、現況地目、田、台帳地

目、田、■■■平米、貸人は、横浜市泉区岡津町■■■■■■■、■■

■■■■■■■■、■■■■、借人は、大谷南■■■■■■■、■■■

■■、相続人、■■■■、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２８年１２月３１日付
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で行い、農地の引渡しは平成２９年１月１日に行ったという届出内容で

す。現在は、貸していた方に農地は返っており、また新たに農用地利用

集積計画作成により、別の方と貸し借りを行います。こちらも先ほどご

審議をいただきました議案書１５ページ、受付番号１０がこれに該当し

ます。なお、事務局で２月１４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２について承認をしたいと思いますが、異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  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いた

します。 

【主  事】  受付番号３、届出地は、中新田■■■■■■■、現況地目、田、台帳地

目、田、■■■平米、貸人は、河原口■■■■■■■■■■■■、■■

■■■、借人は、大谷南■■■■■■■、■■■■■、相続人、■■■

■、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２８年１２月３１日付で行い、農地の引渡し

は平成２９年１月１日に行ったという届出内容です。現在は、貸してい

た方に農地が返っており、また新たに農用地利用集積計画作成により、

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１

５ページ、受付番号１１がこれに該当いたします。なお、事務局で２月

１４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３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３について、承認としたいと思いますが、異議ござ

いませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  では、承認とさせていただきます。 
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 続きまして、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、届出地は、中新田■■■■■■■、現況地目、田、台帳地

目、田、■■■■■平米、ほか２筆、議案書のとおりです。貸人は、中

新田■■■■■■■■■、■■■、借人は、大谷南■■■■■■■、■

■■■■、相続人、■■■■、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２８年１２月３１

日付で行い、農地の引渡しは平成２９年１月１日に行ったという届出内

容です。現在は、貸していた方に農地が返っております。なお、事務局

で２月１４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。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号４について、承認としたいと思いますが、異議ござ

いませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  では、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書２４ページ、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、届出地は、大谷南■■■■■■■、現況地目、田、台帳地

目、田、■■■平米、貸人は、杉久保北■■■■■■■■、■■■■、

借人は、大谷南■■■■■■■、■■■■■、相続人、■■■■、農用

地利用集積計画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２８年１２月３１日付で行い、農地の引渡しは平成２９年

１月１日に行ったという届出内容です。現在は、貸していた方に農地が

返っております。なお、事務局で２月１４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。 
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        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号５について、承認としたいと思いますが、異議ござ

いませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  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、届出地は、上郷字■■■■■■■、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、上郷■

■■■■■■■、■■■■、借人は、大谷北■■■■■■■■■、■■

■■、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２８年１２月３１日付で行い、同日に農地

の引渡しを行ったという届出内容です。現在は、貸していた方に農地が

返っており、また、新たに農用地利用集積計画作成により、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１９ページ、

受付番号２３がこれに該当いたします。なお、事務局で２月１４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。いられませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、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２５ページから４０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１から５までの５件と、農地法第５条の受付

番号１から５３までの５３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
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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。 

 ご説明に入る前に、最初に、農地異動状況調をご確認させていただい

た際、１月分の届出のうち５条の届出が５３件、面積が５万119.55平

米、合計と書いており、例月より多いということに気づいた方がいらっ

しゃったのではないかと思います。こちらに関しましては、中新田五丁

目地区が市街化区域に編入されたということに伴い、海老名運動公園周

辺地区土地区画整理事業の一環として、１月中に工業用地として農地転

用の届出の提出があったためでございます。 

 それでは、ご説明に入らせていただきます。議案書２５ページ、２６

ページをごらんください。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２９年１月１日から１月３１日ま

での間に届出がされたものです。受付番号１から５までの５件で、田、

３６平米、畑、4,601平米、合計、4,637平米です。 

 続きまして、議案書の２７ページから、最後、４０ページまでをごら

んください。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２９年１月１日から１月３１日までの間

に届出がされたものです。受付番号１から５３までの５３件で、田、

4,986平米、畑、４万5,133.55平米、合計、５万119.55平米です。 

 以上、これらにつきまして、専決処分で受理したことを報告いたしま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、一括して質疑を受けたいと思いますが、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、一括して承認したいと思いますが、第４条の受付番号１から

５までの５件、それから、第５条の受付番号１から５３までの５３件に

ついて、一括して承認をしたいと思いますが、承認することにご異議ご
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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。 

 傍聴人の方に申し上げます。本日の定例会の案件、全て終了いたしま

したので、退席のほう、よろしくお願い申し上げます。 

 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。何も

ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  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】  本日はかなりシビアな案件が２件ありました。私も１期目のときもそう

いう案件もありませんし、ここ１０年、そういう案件もありませんの

で、変なことを言っておかしいですけれども、かなり勉強になりまし

た。今後、こういう複雑な案件もあると思いますので、ひとつ皆様、よ

ろしくお願いします。きょうはどうもご苦労さまでした。 

（終了 午後３時１０分） 


