
平成２９年第４回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２９年４月２６日

                           １３時３０分～１５時００分

                 会  場    海老名市役所６階議員全員協議会室



 1

平成２９年第４回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２９年４月２６日「平成２９年第４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 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22号 農用地利用集積計画作成申出の取下げについて 

 日程第２ 議案第23号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 日程第３ 議案第24号 農地法第４条の規定による許可申請について 

 日程第４ 議案第25号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

 日程第５ 議案第26号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

 日程第６ 議案第27号 農用地利用集積計画（案）について 

 日程第７ 議案第28号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について 

 日程第８ 議案第29号 「平成３０年度県農林業施策並びに予算に関する要望（案）」

及び「平成３０年度県農地等利用最適化の推進に関する意見

（案）」について 
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審議事項は次のとおりである。 

⑴  農地の一時使用について（報告） 

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 

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、農業委員会会議規則第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、６番委員、７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。 

 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。 

 これより５の付議事項に入ります。 

 議案書５ページ、日程第１、議案第２２号 農用地利用集積計画作成

申出の取下げ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。 
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【主  事】  こちらは、先月、平成２９年第３回海老名市農業委員会定例総会におき

まして、農用地利用集積計画による売買について、委員の皆様にご審議

をいただきましたが、結果としまして、現地の状態が耕作の用に供する

ことのできる農地とは言えないということから、継続審議となりまし

た。この申請につきまして、取下げ願の提出がありましたので、案件と

して上程させていただきます。 

 申請者への聞き取りによりますと、今月中に現地にあるものを全て片

づけるということについては、時間が足りず、田の繁忙期が終わってか

らそれに着手したいと考えているため、一度取り下げを行い、遅くとも

今年度中には全て片づけて、再度申請をしたいとのことです。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。 

 先だって、継続審議になっていた案件でございますが、取り下げとい

うことで、再度議案として上がってまいりました。 

 これに対しまして、質疑のある方。質疑ございませんか。 

        （「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、意見もないようでございますから、日程第１、議案第２２号

を採決させていただきます。 

 取り下げについて、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員です。よって、取り下げにつきまして、承認とさせていただき

ます。 

 次に、議案書６ページ、日程第２、議案第２３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９、１０については、関連がありますので、一括で事務局か

ら提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地法第３条では、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
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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９、申請地は、門沢橋■■■■■■■■、台帳地目、田、現

況地目、田、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。譲受人は、

河原口■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、綾瀬市小園■■■■

■、■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、世帯内贈与で

す。 

 続きまして、受付番号１０、申請地は、門沢橋■■■■■■■、台帳

地目、田、現況地目、田、■■■■■平米です。譲受人は、綾瀬市小園

■■■■■、■■■■、譲渡人は、綾瀬市小園■■■■■、■■■■、

権利の種類は、所有権の移転、目的は、世帯内贈与です。 

 現地の案内図は、資料１をご覧ください。 

 このまま続けて補足説明をさせていただきます。 

 譲受人の■■さんは、綾瀬市の農家でございます。そのため、申請書

のほかに、綾瀬市農業委員会が発行する耕作証明書を提出させていま

す。また、事務局では、綾瀬市農業委員会の事務局と申請者本人とで、

それぞれ聞き取り調査を行いました。それらから把握した情報を報告い

たします。 

 受付番号９の譲受人の■■■■さんは、現在、３２歳、受付番号１０

の譲受人の■■■■さんは、現在、３０歳でして、農家の世帯としての

状況は、■■■■さんとその弟の■■さん、父の■■さん、母の■■■

さん、叔母の■■さんの５人が農業従事者だそうです。農業経営主は、

譲渡人の■■■■さんです。■■■■さんの農業経験年数は２年、農業

従事日数は、年間６０日、■■さんの弟の■■さんの農業経験年数は３

年、農業従事日数は、年間６０日、■■さんの父の■■さんの農業経験

年数は３１年、農業従事日数は、年間１２０日、■■さんの母の■■■

さんの農業経験年数は２０年、農業従事日数は、年間６０日、■■さん
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の叔母の■■さんの農業経験年数は２６年、農業従事日数は、年間６０

日だそうです。■■さんの世帯の現在の農業経営面積は、綾瀬市内の畑

が■■■■■■■■平米で、海老名市内の田が■■■■■平米、畑が■

■■平米、全て合計しまして、■■■■■■■■平米です。機械は、耕

運機１台、草刈機１台、防除機２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。また、申請人、■■■■さんのご自宅

から申請地までは、車で約２０分、■■さん、■■さんのご自宅から申

請地までは、車で約３０分ほどの距離があるとのことです。また、耕作

の状況としては水田のほか、畑では、長ネギやハクサイ、ジャガイモな

どを作付していると聞いております。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】  それでは、現地調査班長の意見をお伺いいたします。13番委員。 

【13番委員】  昨日、４月２５日、現地を確認いたしております。田んぼであることは

確かでございます。また、これから田の時期でございますけれども、耕

耘はできませんでしたけれども、非常にきれいに管理されておるという

ことですので。また、そこにもあるように、世帯内贈与ということで、

特に問題はないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  ９、１０、一緒の説明でよろしいのですね。 

【13番委員】  はい。 

【議  長】  一括で、今、班長さんから意見をお伺いいたしました。 

 それでは、採決につきましては別々にさせていただきますが、受付番

号９についての質疑のある方。いらっしゃいますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

【15番委員】  受付番号９の譲受人と譲渡人の住所が違いますよね。世帯内贈与、これ
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を世帯として見るのでしょうけれども、その考え方はどういうふうにな

っているのか。 

【主  事】  受付番号９の譲受人の■■■■さんですが、お住まいは海老名市河原口

です。ただ、ご家族で別のところに住んでいるという場合であっても、

農業経営の考え方として世帯員等というものがございます。親戚や兄弟

等、住まいが別でも農業経営を一緒に行っていれば農家世帯としては同

一であるという考え方です。実際に綾瀬市の農家台帳には、海老名市に

お住まいの■■■■さんも綾瀬市の農家台帳には一緒に登載されている

と聞いておりますので、農家世帯としては同一の農業経営を行う世帯員

等という考えでございます。 

【15番委員】  了解しました。 

【議  長】  ほかにございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

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

います。 

 受付番号９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】  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。 

 承認という方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員ということですので、よって、承認とさせていただきます。 



 7

 次に、議案書７ページ、日程第３、議案第２４号 農地法第４条の規

定による許可申請についてを議題といたします。 

 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地法第４条では、農地を転用する場合には、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１、申請地は、中野■■■■■■■、登記簿地目、田、■■

■平米です。現況は、市街化調整区域の田です。転用者は、門沢橋■■

■■■■■■■、■■■■■、転用の目的は、駐車場です。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、現地の写

真、土地利用計画の平面図、断面図、土留めや新設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。17番委員、お願いいたします。 

【17番委員】  ２５日、きのう、現地へ行って見てきましたけれども、駐車場というこ

とで、周りの隣接の方々にも了解をもらって埋め立てをするということ

で、問題はないと思います。 

【議  長】  それでは、事務局の補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  補足説明をいたします。 

 地権者である■■■■■さんが、自身で農地を転用して、駐車場を整

備し、完成した後で自動車運送業を営む■■■■■■■■という会社に

土地を貸すという申請です。理由書によりますと、■■■■■■■■

は、現在、駐車場として借りている土地が何か所かございますが、その

うちの１か所に関して、地権者さんから返却してほしいという要望があ

り、解約をすることとなったため、新しく駐車場が必要になったとのこ

とです。申請地西側にも既存の駐車場がございまして、そちらは今後も

使用を続ける予定ですが、そちらと集約化ができ、利便性が図れるとい

うことから、申請者である■■さんへ、駐車場として使用したい旨の要

望があり、合意したため、申請に至ったそうです。 
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 資料２－１をご覧ください。農地の立地基準ですが、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しております。また、申請地の

前面道路には、水道管、下水道管が通っており、５００メートル以内に

は門沢橋小学校及び門沢橋歯科医院があることからも、第３種農地と判

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。 

 資料２－２の土地利用計画図をご覧ください。図面は、右側が北を指

しております。申請地全体を盛り土して、転圧し、砂利で舗装しまし

て、田と隣接する北側、図面で言うと右側と東側、図面で言うと下側で

すけれども、この２カ所はＨ鋼とコンクリート板で土留を行い、その内

側にメッシュフェンスを設置します。本日、資料として配付しておりま

せんが、フェンスの構造がわかるよう、カタログの提出もございます。

西側、図面の上の方ですが、こちらには既存の駐車場がございますが、

こちらと一体として利用するというわけではなく、出入り口は、南側、

図面の左側のほうに設ける予定でございます。西側の駐車場には石積み

の擁壁がありまして、西側はそちらとすりつける形で造成する計画とな

っております。また、北側の田の排水の機能を確保するために、申請地

の北側と東側には、新しく敷地の内側にＵ字溝を設置します。南側の出

入り口部分には、現在水路が通っておりますが、トラック、１０トン車

と聞いているのですけれども、そのトラックの通行に耐えられるよう、

自由勾配側溝を入れる計画で、こちらについては、市の農政課と構造の

協議は済んでいるという状況です。これらにより、大型車８台分の駐車

場を整備します。 

 続きまして、資料２－３をご覧ください。断面図でございます。上の

Ａ－Ａと書いてある断面が、申請地を南北に、下の１－１と書いてある

断面が、申請地を東西に切った図面になります。真ん中の方にＦＨ＝

9.40と書いてありますが、こちらが計画高となっておりまして、これは

出入り口となる南側の道路の高さ、こちらの断面図で言いますと、Ａ－

Ａ断面の左側です。上の断面の左側に出入り口部分が、図面があるので

すけれども、そちらの方とほぼ同じ高さでございます。現況からは５０
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センチほど盛り土をします。隣接の田との高低差につきましては、Ａ－

Ａ断面の右側、申請地の北側ですが、こちらが約５０センチ、また、下

の１－１と書いてある断面の右側、申請地で言うと東側です。こちらは

５４センチと、いずれも６０センチ以内におさまっておりまして、隣地

との高低差が６０センチを超えないという場合には、コンクリートブロ

ック土留のほか、Ｈ鋼とコンクリート板による土留でも農業委員会では

認めているという慣例がございます。今回の申請では、このＨ鋼とコン

クリート板により土留を設置するという計画で、土留の頭は２０センチ

出る計画となっております。また、土留の内側にはネットフェンスを設

置いたします。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。 

 資料は、２－２に戻っていただきまして、雨水排水の計画についてで

ございます。雨水につきましては、申請地を砂利で舗装するほか、申請

地内に浸透マスを３カ所設置し、それをトレンチ管でつなぐことによ

り、敷地内で浸透処理をする計画となっております。図面の申請地の下

のほうに、浸透マスとトレンチ管の図面がございます。敷地内で浸透処

理をする計画です。 

 また、資料２－４には、Ｈ鋼とコンクリート板による土留や、出入り

口部分の水路の構造図をおつけしておりますので、こちらは参考にご覧

ください。 

 また、申請や工事の時期についてでございますが、もしここで委員の

皆様にご承認をいただきましたら、神奈川県知事の許可はスムーズに進

んだ場合に、５月の中旬におりるということになります。そのころに

は、田には水が入ってしまっているころだとは思いますが、工事に関し

ましては、基本的には田の水が引いた後、具体的に言うと、１２月２０

日ごろから着工予定だと聞いております。これにつきましては、工程表

の提出がございます。しかし、現地の測量や進入路の設置、また、盛り

土に関しましては、許可後すぐに行いたいということでして、周辺の営

農へは支障が出ないよう、十分注意して施工したいと聞いております。

このことにつきましては、隣接の農地所有者へも事前に転用者から十分
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説明をしており、それを踏まえた上で、今回、同意書へ署名、押印をい

ただいたと聞いております。 

 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】  それでは、現地調査班長の意見をお伺いいたします。13番委員、お願い

いたします。 

【13番委員】  ４月２５日、昨日、現地を確認いたしましたとおり、今、田んぼという

ことで、耕耘がしてあって、農地としては非常に適正でありました。ま

た、今、事務局のほうでご説明がありましたけれども、現地の田んぼの

すぐ北側、また、北側の西側から、そこの田んぼを通って田の排水が来

るということで、側溝をつくって、申請のあったところの脇を通って排

水に流すということで、隣地の田んぼにも影響ないと思われます。ま

た、埋め立てをここのところで行って、最終的には秋口、刈り入れの

後、フェンス等を行うというようなことで説明がありましたとおりでご

ざいます。また、ちょっと気になるところは、申請地の田んぼの南側の

ところ道路が仮舗装ですので、埋め立てのときに、少し壊れる可能性が

あるのかなということでございます。これは委員の希望としては、大型

車ではなくて、小型車で工事をやっていただければと、これはあくまで

も希望でございます。そういう点で、この申請についてはやむを得ない

かなと、かように思います。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

【７番委員】  事務局にお伺いしたいのですけれども、５８３号線の幹線道路の大型車

の出入りはどういう状況になるか、ちょっと説明いただけますか。 

【主  事】  申請人から伺っている状況ですと、市道５８３号線は東側のほうに県道

につながっていく道路で、日本郵政が今工事をしているところのちょう

ど南側の道路でございます。そちらが広がったため、南側から出入りを

する計画で、日本郵政の南側を通ってここに入ってくるというふうに聞
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いております。西側の道路、図面で言うと、上のほうから入ってくると

いうことではなくて、下側から入ってくるという形で、申請の代理人か

らは聞いております。 

 以上です。 

【議  長】  ほかに。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がなければ、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、採決に入らせていただき

ます。 

 受付番号１について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号１については、承認とさせて

いただきます。 

 次に、議案書８ページ、日程第４、議案第２５号 相続税の納税猶予

に関する適格者証明についてを議題といたします。 

 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

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

税務署へ提出する書類の１つです。相続人の要件は、相続税の申告期限

までに相続か遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も

農業を継続すると認められる個人であること、被相続人の要件は、死亡

の日まで農業を営んでいた個人であることです。被相続人が、老齢や病

弱のため、住居及び生計を一にする親族に経営を移譲していた場合に

は、その被相続人が死亡の日まで農業を営んでいた個人に該当するもの

とみなすことになっています。 

 議案書８ページをご覧ください。受付番号１、被相続人は、上今泉■

■■■■■■■、■■■■、相続開始年月日、平成２８年８月２４日、

申請人は、上今泉■■■■■■■■、■■■■、生年月日、昭和２８年

３月２日、続柄は子、職業は兼業農業です。特例農地等の明細ですが、

上今泉字■■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、市街化区域
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外、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりです。４筆とも、農業振興

地域内の田で、合計、■■■■■平米です。４月１４日に事務局で現地

確認をしたところ、農地として適正に管理されておりました。また、平

成２８年の農家台帳では、被相続人の■■■■さんは、農家の経営主と

して登載されていました。特に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。７番委員。 

【７番委員】  内容につきましては、今、事務局のほうから説明があったとおりでござ

います。引き続き、■■さんが農業を営んでいくということで問題はな

いかと思われます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようでございますから、受付番号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） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号１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２について、事務局から提案

説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号２、被相続人は、綾瀬市早川■■■■■■■■、■■■■、相

続開始年月日、平成２８年８月６日、申請人は、綾瀬市早川■■■■■

■■■、■■■■、生年月日、昭和２７年２月１７日、続柄は長男、職

業は農業です。特例農地等の明細ですが、大谷字■■■■■■■、現況

地目、田、台帳地目、田、市街化区域外、■■■平米、ほか３筆、議案

書のとおりです。１筆が農業振興地域内の田、３筆が農振農用地区域内

の田で、合計、■■■■■平米です。４月１３日及び４月１４日に事務
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局で現地確認をしたところ、農地として適正に管理されておりました。 

 また、こちらの件につきましては、補足説明をあわせてさせていただ

きます。申請人は、綾瀬市在住であるため、綾瀬市農業委員会事務局へ

聞き取りを行っております。内容としましては、■■さんは、綾瀬市に

農地を約■■■■■平米所有しておりますが、自身で耕作を行っている

のは■■■■■■■平米であり、そのほか、綾瀬市に所有している農地

や、申請地である海老名市分の所有地につきましては、農用地利用集積

計画による特定貸付を行っております。耕作地に農地法違反や荒廃地化

しているような農地はなく、農地として適正に管理されていたとのこと

です。 

 先ほど相続人や被相続人の要件として、相続人が相続税の申告期限ま

でに相続か遺贈により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も農

業を継続すると認められる個人であることというものですとか、被相続

人の要件としまして、死亡の日まで農業を営んでいた個人であることと

いう説明をいたしましたが、実はこのほかにも要件がございます。先ほ

ど申し上げたもののほか、相続人の要件としましては、相続税の申告期

限までに特定貸付を行った人、被相続人の要件としましては、死亡の日

まで特定貸付を行っていた人という要件がございまして、今回の案件

は、これに該当いたします。申請地につきましては、全て平成２５年１

月１日から平成２９年１２月３１日まで、農用地利用集積計画による貸

し借りを行っておりまして、こちらが特定貸付に該当いたします。 

 なお、議案書の所有面積が■■■■■■■■平米、特例農地の面積が

■■■■■平米と記載されていることにつきましては、ここに記載して

おります所有面積とは、自身で耕作をしている面積を指しているため、

特例農地の面積との差が生じているということを申し添えます。これら

から、この案件につきまして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。 
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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から、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】  挙手全員でございます。よって、受付番号２について、承認とさせてい

ただきます。 

 次に、議案書１０ページ、日程第５、議案第２６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９について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  この証明は、農地の相続税納税猶予制度を受けている方が、３年ごとに

引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署へ提出する際に必

要なものです。過去３年間において相続税の納税猶予を受けている農地

を農地としてやってきたかという部分を農業委員会が証明します。 

 受付番号９、被相続人は、上郷■■■■■■■■■、■■■■、相続

人は、上郷■■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている

期間は、平成２６年４月２６日から平成２９年４月２６日までです。特

例農地等の明細ですが、上郷字■■■■■■■、現況地目、田、台帳地

目、田、市街化区域外、■■■平米、ほか１２筆、議案書のとおりで

す。５筆が農業振興地域内の田、１筆が農業振興地域内の畑、７筆が生

産緑地の畑で、合計、■■■■■平米です。事務局で４月１３日及び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】  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９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９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、１２ページ、受付番号１０、１１、１２に

ついては、関連がありますので、一括で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、被相続人は、門沢橋■■■■■、■■■■、相続人は、

門沢橋■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は、

平成２６年４月２６日から平成２９年４月２６日までです。特例農地等

の明細ですが、門沢橋■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、

畑、市街化区域内、■■■■■平米、ほか２筆、議案書のとおりです。

全て生産緑地の畑で、合計、■■■■■平米です。事務局で４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。 

 続きまして、受付番号１１、被相続人は、門沢橋■■■■■、■■■

■、相続人は、門沢橋■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行

っている期間は、平成２６年４月２６日から平成２９年４月２６日まで

です。特例農地等の明細ですが、門沢橋■■■■■■■■、現況地目、

田、台帳地目、田、市街化区域内、■■■■■平米、ほか１筆、議案書

のとおりです。番号１は、生産緑地の田、番号２は、生産緑地の畑で、

合計、■■■■■平米です。事務局で４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。 

 続きまして、受付番号１２、被相続人は、門沢橋■■■■■、■■■

■、相続人は、門沢橋■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行

っている期間は、平成２６年４月２６日から平成２９年４月２６日まで

です。特例農地等の明細ですが、門沢橋■■■■■■■■、現況地目、

畑、台帳地目、畑、市街化区域内、生産緑地、■■■平米のうち■■■

平米です。事務局で４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。 

 以上につきまして、特に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 
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【議  長】  受付番号１０、１１、１２について、一括して質疑を受けたいと思いま

すが、質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  同じく、１０、１１、１２、一括で意見を求めたいと思いますが、意見

のある方。いらっしゃいますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでございますので、それでは、受付番号１０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。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につきまして、賛成の方の挙手を求めま

す。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号１１を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、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、議案書１３ページ、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、被相続人は、大谷■■■■■■、■■■■、相続人は、

大谷南■■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間

は、平成２６年４月２６日から平成２９年４月２６日までです。特例農

地等の明細ですが、大谷南■■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地

目、畑、市街化区域内、生産緑地、■■■平米です。事務局で４月１３

日に現地調査をしたところ、農地として適正に管理されていました。特

に問題はないと思われます。 
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 以上でございます。 

【議  長】  受付番号１３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から、採決をさせていただきます。 

 受付番号１３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１３については、承認とさせ

ていただきます。 

 続きまして、議案書１４、１５ページ、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、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５月２７日から平成２９年４月２６日までです。特例農地等

の明細ですが、中河内字■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、

市街化区域外、■■■平米、ほか１１筆、議案書のとおりです。２筆が

農振農用地の田、６筆が農業振興地域内の田、３筆が生産緑地の畑、１

筆が市街化調整区域内の畑で、合計、■■■■■■■■平米です。事務

局で４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】  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、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１４については、承認とさせ

ていただきます。 

 次に、議案書１６ページ、日程第６、議案第２７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２９について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  まず初めに、議案書の記載に誤りがありましたので、お手数ですが、訂

正をお願いいたします。 

 議案書１７ページ、受付番号３２の記載で、３カ所ございます。１つ

目が、貸し手の住所が杉久保北■■■■■■■となっておりますが、こ

の最後の■■が誤りで、正しくは、杉久保北■■■■■■■■となりま

す。２つ目が、借賃の記載がございませんが、正しくは、年額１万円と

なります。３つ目が、借賃の支払いの方法の記載がございませんが、正

しくは、年末に口座振り込み払いとなります。以上３カ所につきまし

て、訂正をお願いいたします。お手数をおかけして申しわけありません

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。 

 農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りについて、当事者よ

り申し出がありましたので、農用地利用集積計画（案）を上程します。

この審議を経て、海老名市に対し、計画案を送付し、農用地利用集積計

画を定めるよう要請します。海老名市は、それに基づき、農用地利用集

積計画を作成し、その公告があったときに権利の設定の効果が生じま

す。 

 議案書をご覧ください。受付番号２９、借り手は、大谷南■■■■■

■■■、■■■■、貸し手は、望地■■■■■■■■、■■■■、貸し

借りする農地は１筆で、望地■■■■■■、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５月１日から平成３１年１２月３１日までの３年です。

農業振興地域内の新規の計画で、借り手は、市内の認定農業者です。 

 補足説明を続けて行います。４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。農用地利用集積計画の法
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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２９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２９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３０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３０、借り手は、大谷南■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、勝瀬■■■■、■■■■■、貸し借りする農用地は１筆で、勝瀬字

■■■■■■■、田、■■■平米です。貸し借りの種類は、使用貸借権

の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、平成２９年５月１日か

ら平成３１年１２月３１日までの３年です。農業振興地域内の新規の計

画で、借り手は、市内の認定農業者です。 

 補足説明を続けて行います。４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。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３０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３０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３１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３１、借り手は、大谷南■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、勝瀬■■■■、■■■■■■、貸し借りする農用地は１筆で、勝瀬

字■■■■■■■、田、■■■平米です。貸し借りの種類は、使用貸借

権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、平成２９年５月１日

から平成３１年１２月３１日までの３年です。農業振興地域内の新規の

計画で、借り手は、市内の認定農業者です。 

 補足説明を続けて行います。４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。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ので、受付番号３１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３１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３２について、事務局から
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提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号３２、借り手は、杉久保北■■■■■■■■■、■■■、貸し

手は、杉久保北■■■■■■■■、■■■■、持ち分９分の２、■■■

■■、持ち分９分の３、■■■■■、持ち分９分の４、貸し借りする農

用地は１筆で、杉久保北■■■■■■■■、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２９年５月１日から平成３１年１２月３１日までの３年で、借

賃は、年額１万円、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、借り手は、市内の認定農業者で

す。 

 補足説明を続けて行います。４月１３日に事務局で現地確認をしたと

ころ、現地は農地として管理されていました。農用地利用集積計画の法

定要件が定められている農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要

件を満たしており、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  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３２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３２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３３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３３、借り手は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、中新田■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農用地は１筆で、

中新田■■■■■■■、田、■■■平米です。貸し借りの種類は、使用
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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５月

１日から平成３１年１２月３１日までの３年です。農業振興地域内の新

規の計画で、借り手は、市内の認定農業者です。 

 補足説明を続けて行います。４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。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項の各項

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３３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３３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３４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３４、借り手は、上郷■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、河原口■■■■■■■■、■■■■■、貸し借りする農用地は１筆

で、下今泉■■■■■■■■、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２９

年５月１日から平成３１年１２月３１日までの３年で、借賃は、年額

5,000円、借賃の支払い方法は、年末に現金一括払いです。農業振興地域

内の新規の計画で、借り手は、市内の農業者です。 

 補足説明を続けて行います。４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。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
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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３４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３４について、承認とさせて

いただきます。 

 次に、議案書１８ページ、日程第７、議案第２８号 生産緑地に係る

農業の主たる従事者についての証明についてを議題といたします。 

 受付番号２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  生産緑地地区制度には、農地の所有者の権利救済の観点から、次の３つ

の場合に、市町村に対して、時価で生産緑地を買い取るように申し出る

ことができる仕組みがあります。１つ目は、生産緑地に指定されてから

３０年が経過した場合、２つ目が、農林漁業の主たる従事者が死亡した

場合、３つ目が、農林漁業の主たる従事者が、農林漁業に従事すること

を不可能とさせる故障を有することとなった場合です。２つ目と３つ目

の場合に、買取りの申出をするときには、農林漁業の主たる従事者の証

明を農業委員会から受ける必要があります。農林漁業の主たる従事者と

は、専業従事者、兼業従事者にかかわらず、農林漁業経営における中心

的な働き手、もしくは農林漁業経営に欠くことのできない者です。その

者が従事できなくなったため、当該生産緑地における農林漁業経営が客

観的に不可能となるような場合における当該者を言います。この主たる

従事者についての証明願が提出されました。市長へ生産緑地を買い取る

よう申し出ると、市が買い取るか買い取らないかの通知を申出受け付け

の日から１カ月以内にします。市が買い取らない場合には、農林漁業を
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行う希望者へのあっせんをして、あっせんが整わなければ、買取り申出

を受け付けた日から３カ月後に行為の制限の解除が申出者に通知される

という仕組みです。 

 議案書をご覧ください。受付番号２、申請者は、杉久保北■■■■■

■■■、■■■■、買取り申出事由は、主たる農業従事者の故障、買取

り申出事由発生日は、平成２９年４月６日、申請者は、買取り申出事由

発生者、本人です。買取り申出をする生産緑地は、杉久保北■■■■■

■■■、ほか２筆、合計、■■■■■平米です。現地の案内図と写真

は、資料３－１及び３－２をご覧ください。事務局で４月１３日に現地

確認したところ、写真のとおり、農地として適正に管理されていまし

た。また、申請者の■■■■さんは、８４歳で、平成２９年１月に提出

された農家基本台帳では、世帯の農業経営主として、年間農業従事日

数、２４０日と記載されています。聞き取りと提出資料の記載による

と、病気のため、手術をした影響により、農作業の継続ができなくなっ

たとのことです。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】  挙手全員でございます。よって、受付番号２については、承認とさせて

いただきます。 

 次に、議案書１９ページ、日程第８、議案第２９号 「平成３０年度

県農林業施策並びに予算に関する要望（案）」及び「平成３０年度県農地

等利用最適化の推進に関する意見（案）」についてを議題といたします。 

 これにつきましては、４月１１日、農政小委員会を開催していますの
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で、農政小委員会委員長の18番委員から審議経過の報告をお願いいたし

ます。 

【18番委員】  ４月１１日に平成２９年第２回農政小委員会を開催いたしました。資料

のとおり、「平成３０年度県農林業施策並びに予算に関する要望（案）」

及び「平成３０年度県農地等利用最適化の推進に関する意見（案）」につ

いて取りまとめをさせていただきました。詳細につきましては事務局の

ほうから説明があると思いますので、よろしくお願いいたします。 

【議  長】  それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【事務局長】  それでは、説明させていただきます。 

 議案書は１９ページなのですけれども、資料４をご覧いただきたいと

思います。平成３０年度県農林業施策並びに予算に関する要望及び平成

３０年度農地等利用最適化の推進に関する要望につきましては、税制改

正要望とあわせまして、ことしの１月の定例総会の場におきまして、委

員の皆様に、昨年までの資料ですとか、その辺をご覧いただきまして、

委員の皆様に、意見があればということで、お伺いしたところでござい

ます。その結果、要望ですとか、意見等はございませんでしたので、昨

年から継続となっております項目等につきまして、先ほどありましたと

おり、４月１１日開催の農政小委員会におきまして審議をしていただき

ましたので、その内容を説明させていただきます。 

 改めまして、資料４をご覧いただきまして、まず左側、１番目の項目、

「農業委員会組織の堅持と活動対策について」ということで、２項目ご

ざいます。まず１つ目としましては、「市町村の財政負担の軽減が図られ

るよう、農業委員会交付金の充実を国に働きかけるとともに、県におい

ても交付金の充実を図られたい」という内容でございます。こちらも昨

年からの継続という内容でございます。 

 続きまして、２点目です。「近年、農地に対し農家以外の法人により仮

登記等が設定されており、農地を有効利用する上での支障となっている

状況であります。このことから、法人等による農地の仮登記並びに時効

取得を制限できるよう法規制の整備を国に働きかけること」という内容

でございます。こちらも昨年に引き続きの継続ということでお願いいた
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したいと思います。 

 続いて、下の項目の２項目です。「農地の保全と有効利用対策につい

て」ということで、１件ございます。こちら、「永池川の河川改良は、順

次河川改修が予定されておりますが、未だ日時を要するようです。引き

続き、河川改修を順次推進していただくよう要望すると共に、その間の

暫定として、早期に河原底の土砂を取り除くこと。また、地元の意見を

よく聴取し、反映すること」ということで、こちらも継続で要望したい

という内容でございます。 

 めくっていただきまして、３項目になります。「担い手・経営対策につ

いて」ということで、こちらは５項目ございます。まず１つ目です。

「「認定農業者」制度について、利子助成の拡充等、県独自の都市近郊型

農業支援措置を講ずること」という内容です。こちらも昨年からの継続

でお願いしたいものです。 

 ２つ目です。「都市近郊農業振興策を国に対して働きかけられたい」と

いう内容です。こちらも昨年からの継続の要望でございます。 

 ３点目です。「食糧の安定供給を確保するため可能な限りの国内農業生

産の維持・拡大による食糧供給力の確保を図ること」という、こちらも

昨年からの継続でございます。 

 ４点目です。「県内農産物の県内消費の一層の推進を図るため、産地情

報と実需者情報の相互ネットワークを整備し、ブランド化への指導の強

化を図ること。さらに、直売所等アンテナショップの開設・運営に対し

支援を強化するとともに、それに伴う関係法令の弾力化を図られたい。

また、地場産農産物を活用した学校給食を一層推進するため、農業者、

教育委員会、行政等が一体となって進められたい」、こちらも昨年からの

継続の要望でございます。 

 ５点目が、昨年、海老名市が新規で提案した内容ですけれども、左岸

土地改良区の関係でございますが、「県が管轄する農業用水の、耕作者へ

の負担金が増加する懸念があるため、今後の処置の検討をお願いした

い」。理由にもありますけれども、特に海老名市は西口の方で開発により

まして水田が減少するということもございますので、昨年、新規で提案
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しております。こちらも継続で要望したいという内容です。 

 続いて、もう１枚めくっていただきまして、今度は、こちらは、農地

等利用最適化の推進に関する要望ということで、１項目上げてございま

す。これは事務的な内容ですけれども、「農業委員会活動予算に対する支

援について」ということで、「利用状況調査や利用意向調査等、農業委員

会業務の実態に必要な機構集積支援業務について、早期の交付決定に必

要な措置を講じるとともに、４月１日からの実施が可能となるよう所要

の改正を国に働きかけること」という内容でございます。こちらも昨年

からの引き続きで継続で要望をお願いしたいものです。 

 以上、４月１１日の農政小委員会で審議をいたしました内容でござい

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】  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、「平成３０年度県農林業施策並びに

予算に関する要望（案）」及び「平成３０年度県農地等利用最適化の推進

に関する意見（案）」につきまし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２０、２1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）農地の一時使用について(報告)を案件といたします。 

 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  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

の一時使用については、所有者、使用者、事業者の３者から連名で申請

を出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をしてい

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
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かどうか、周辺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

認します。原則としましては、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が、これにつきましては、今回の審議で

は、以前から使用しているものの継続の申請がありましたので、報告を

させていただきます。 

 受付番号１、申請地は、上郷字■■■■■■■、現況地目、田、台帳

地目、田、■■■平米、ほか８筆、議案書のとおりです。所有者は、上

郷■■■■■■■■、■■■■、ほか９名、議案書のとおりです。使用

者は、勝瀬１７５番地の１、海老名市長、内野優、事業主は、勝瀬１７

５番地の１、海老名市長、内野優、工事名は、平成２９年度（仮称）上

郷河原口線道路新設工事、目的は、工事に伴う仮設ヤードとしてです。

使用期間は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までです。

本件は、平成２８年１月から２８年３月末までということで１度申請が

あり、使用期間を延長して、平成２８年４月から平成２９年３月まで使

用しておりましたが、再度延長をするというものです。地権者との契約

が年度ごとになることから、このような形での申請となっているそうで

す。この農地の一時使用について、問題ないものと判断し、専決処分で

受理したということを報告させていただきます。 

 地図と写真の資料では、資料５－１に案内図と現地の写真、資料５－

２に土地利用計画の平面図、資料５－３に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。２番委員。 

【２番委員】  前年度からの継続ということで、借用分についてはきれいに整備されて

いるので、特に問題ないと思います。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますので、この案件につきまして承認とさせて

いただきますが、異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 
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【議  長】  それでは、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（２）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９から１４までの６件と、農地法第５条の受

付番号５６から６２の７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  査】  農地を転用する場合、転用目的で権利を設定、移転する場合には、原則

として県知事の許可を受けなければならない旨、規定されていますが、

市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合に

は、許可を要しないこととなっています。それを定めているのが農地法

第４条第１項第７号と、農地法第５条第１項第６号です。 

 議案書２２ページ、２３ページをご覧ください。農地法第４条第１項

第７号の規定による届出です。届出期間につきましては、平成２９年３

月１日から３月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号９か

ら１４までの６件で、田、402.5平米、畑、3,777平米、合計、4,179.5平

米です。 

 続きまして、議案書の２４ページ、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す。届出期間につきまして

は、同じく平成２９年３月１日から３月３１日までの間に届出がされた

ものです。受付番号５６から６２までの７件で、田、3,415平米、畑、

1,015平米、合計、4,430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】  今の案件につきましては、一括して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。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、質疑がないようでございますから、同じく、今の案件につき

ましては、一括して了承を求めたいと思いますが、これを了承すること

に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すから、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書２６ページ、（３）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４について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  相続など農地法の許可を要しない農地の権利取得につきまして、権利を

取得した者は農業委員会にその旨を届け出なければならないことになっ

ています。農業委員会としましては、耕作者のあっせん希望があった場

合のみ、現地調査をいたします。 

 議案書２６ページをご覧ください。受付番号４は、上今泉の■■■■

さんの死亡による相続です。受付番号４、権利を取得した者は、上今泉

■■■■■■■■、■■■■、権利を取得した日は、平成２８年８月２

４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の等の希望は、なしです。届出に係わる土地の所在

ですが、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。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますが、受付番号４について、承認とさせてい

ただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  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。 

 次に、７．その他について、委員の皆様からございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、事務局から何かありますか。 

【事務局長】  事務局のほうから、お手元に配付されているかと思いますが、農地の利

用状況調査、農地パトロールなのですけれども、その関係につきまして

お願いがありますので、担当からご説明させていただきます。よろしく
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お願いいたします。 

【主  査】  農地の利用状況調査というものについてご説明をさせていただきます。 

 本日、机の上に配付させていただきましたＡ３のカラーで印刷されて

いるものでございます。こちらと、その後ろに、Ａ４で表のようになっ

ているもの、そして、地図がそれぞれセットになって置かれていたと思

いますが、こちらの資料を使用させていただきます。 

 農地法第３０条では、農業委員会は、毎年１回、その区域内にある農

地の利用状況について調査を行わなければならないと定められておりま

す。この利用状況調査は、海老名市農業委員会も毎年行っておりまし

て、今年も実施をさせていただきますので、仕組みにつきまして改めて

ご説明させていただきたいと思います。 

 まず初めに、Ａ３のカラーで印刷されている、こちらの「平成２９年

度 農地パトロール（利用状況調査）／荒廃農地の発生・解消状況に関

する調査の実施について」と書かれている資料の左上、「目的・根拠」と

いうところをご覧ください。農業委員会では、遊休農地・荒廃農地の有

無や、その状況を把握して、農地の所有者や権利者に対し、農地を適正

に管理するように指導をしております。この手段として、農業委員会が

行うとされている調査が２種類ございます。１つが、利用状況調査で、

農業委員会が毎年１回、管内の農地の利用状況を調査するというもので

す。根拠は、農地法第３０条に規定がございます。もう１つが、荒廃農

地の発生・解消状況に関する調査というもので、市町村と農業委員会が

協力して、市町村内の現況が荒廃農地となっている農地を対象に、その

状況等を把握するという調査です。調査名は２つに分かれております

が、海老名市では、これらを一体で行っております。調査名に特に区別

はなく、農地パトロールですとか、遊休農地調査、また、耕作放棄地調

査など、さまざまな呼び方がされておりますが、こちらは全て実質的に

は同じものとお考えください。 

 次に、調査全体の流れをご説明いたします。資料左下のこちらの「ス

ケジュール」というところをご覧ください。国の取り決めによりまし

て、昨年からスケジュールが前倒しとなっております。まず、５月と６
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月に、委員の皆様には、担当地区の全ての農地を回って調査をしていた

だきます。６月の定例総会の日、６月２６日までに、その結果を事務局

にお知らせいただきまして、事務局はその後すぐに結果を取りまとめま

す。７月の定例総会の際に班分け及び８月に現地調査を皆さんで行う際

の日程決めを行いまして、８月の中旬には、７月にまとめた調査結果を

もとに、委員の皆様と事務局の職員とで４班に分かれて現地調査を行い

ます。その調査結果をもとに、地権者へ適正な管理を依頼する文書を発

送いたします。その後、１０月末までに解消が見られなかったところ

が、平成２９年度の調査結果となります。 

 次に、具体的には何をするのかという部分をご説明いたします。本

日、お願いをさせていただく具体的な内容としましては、今確認したス

ケジュールで言いますと、「５月・６月」と書かれている一番左下のとこ

ろでございます。詳しくは、資料の右下の「お願い」というところをご

覧ください。調査の対象は、市内全ての農地となっております。各地区

の地区担当委員の方には、地区全ての農地の利用状況の調査を行ってい

ただきます。各地区の調査に使っていただきたい地図を本日お配りさせ

ていただいております。そちらを使っていただければと思います。ま

た、地区担当にはなっていらっしゃらない１番委員、３番委員、14番委

員につきましても、お住まいのところと同じ地図をお配りしております

ので、ぜひ利用状況調査を行っていただければと思います。地図には、

各担当地区のおよその範囲が入っております。大まかな大字の境を緑色

の線で示しておりまして、細かい実際のところは異なってしまうところ

があるかもしれませんが、ほかの区域のところに入ってしまっているよ

うな農地であっても、もし目についたところですとか、荒れているとこ

ろがございましたら、そちらもご報告をいただけると大変助かります。

また、昨年お配りさせていただいた緑色の帽子ですとか、腕章も、ぜひ

ご活用いただければと思いますので、お願いいたします。 

 調査の対象は、全ての農地ということになっておりますが、その中で

も特に生産緑地と相続税の納税猶予の特例対象農地、また、平成２８

年、昨年に農地法第３条の許可を受けて農地として耕作をするという目
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的で所有権移転が行われた農地ですとか、また、昨年度遊休農地として

農業委員会で把握した農地は、特に重点的にご確認していただきたいと

考えておりまして、そういったところにつきましては、お配りした地図

に着色、色をつけております。色ごとに凡例も地図のほうに入っており

ますので、ご確認をしていただければと思います。 

 続きまして、資料２枚目、こちらの白黒の表の資料をご覧ください。

「平成２９年度農地パトロール 荒廃農地の報告」という資料でござい

ます。こちらの白黒の紙が調査用紙となります。５月、６月の間に委員

の皆様に現地を調査していただいた際に、遊休農地ですとか、荒廃農地

だと思われるような土地がありましたら、こちらに記録をしていただけ

ればと思います。もし疑わしいと思うようなところがございましたら、

特に定義ですとか、そういったところにはこだわらず、ご報告をいただ

ければと思います。ご報告に入れていただきますと、事務局のほうでも

必ず確認をいたしますし、８月に委員の皆様と事務局とで現地調査を行

う際に、遊休農地とするかどうかという検討を複数人で行うことができ

ますので、ぜひお願いいたします。 

 次に、遊休農地・荒廃農地の定義についてですが、５月、６月に調査

をしていただくときには、こういった定義は余り気になさらず、怪しい

と思ったところは報告に入れていただければと思います。また、地番な

どがわからない場合は、お配りした地図のほうに印をつけていただくな

どして、それを事務局のほうにお知らせいただければ、そこから私たち

のほうで具体的な場所についてはお調べいたします。 

 それでは、遊休農地・荒廃農地の定義をご説明いたします。最初にご

らんいただきました、Ａ３カラーの資料の右上の部分をご覧ください。

利用状況調査では、農地法第３２条第１項第１号農地と、同第２号農地

を把握することとされております。第１号農地は、現に耕作の目的に供

されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農

地です。第２号農地とは、農業上の利用の程度はその周辺の地域におけ

る農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地です。こ

れらの有無を調査することとなっております。また、荒廃農地調査で
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は、Ａ分類、Ｂ分類という分類分けによって把握することとなっており

ます。Ａ分類とは、荒廃農地のうち、抜根、整地、区画整理、客土等に

より再生することによって、通常の農作業による耕作が可能と見込まれ

るもの、Ｂ分類とは、森林の様相を呈しているなど農地に復元するため

の物理的な条件整備が著しく困難なものです。これらの有無を調査いた

します。調査が違うので、表現は異なっておりますが、利用状況調査の

ほうで言う第１号農地と呼ばれるところと、荒廃農地調査で言うＡ分類

と呼ばれるものについては、同じであるということになっております。

また、農業委員会が農地パトロールをすることにつきましては、幾つか

の方法で周知をさせていただきます。先日お配りさせていただきました

農業委員会の広報紙ですとか、これから配付される広報えびな５月１日

号、また、５月の頭には、市のホームページ上にもそちらの周知の記事

を載せる予定でございます。 

 以上が今回お願いする調査の説明でございます。 

 ６月の定例総会の日、６月２６日が、調査結果の報告の締め切りとな

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。田植えも始まりまし

て、皆様、大変お忙しい時期で恐縮ではございますが、担当地区の調査

につきまして、ぜひよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【事務局長】  委員さん、改選で新しくなりまして、昨年、１度お願いしたところでご

ざいます。また、昨年と引き続き、今年も、今ありましたように、農作

業の時期と重なって、大変申しわけないのですけれども、国の報告の締

め切りの期限等がございまして、今まで、２年ほど前よりもちょっと早

目の実施となっておりますけれども、定義等は余りこだわらずに、ちょ

っと疑わしいなと思ったようなところはチェックしていただいて、図面

のほうでも結構ですし、報告書のほう、あわせて提出をお願いできれば

と思いますので、よろしくお願いいたします。それで、報告いただいた

ものにつきましては、事務局のほうで整理をさせていただいて、こちら

でも必ず確認に現地に行って、また委員さんと調整をさせていただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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【19番委員】  この荒廃農地の報告書のここの欄ですけれども、地番とかがわからない

場合は、この地図に印をつけるぐらいで、これとあわせて、それでよろ

しいでしょうか。地番までは……。 

【事務局長】  番号を書いていただくとか、比較できるような方法でやっていただけれ

ば。 

【４番委員】  市街化区域内のほうがなかなかわかりづらいところがあるのですけれど

も、駐車場になっちゃっていたり、そういったことがあるのですけれど

も、何か図面等が事務局のほうにありますか。確認する場合があるんで

すけれども。 

【事務局長】  そこが生産緑地になっているじゃなくて。 

【４番委員】  市街化区域内であっても、そういったところがある場合がありますけれ

ども、そういうときの確認がちょっとわかりづらい場合があるんですけ

どね。 

【事務局長】  それも含めて、もし疑わしいところは地図に落としていただくような形

でお願いできればと思います。 

【議  長】  ほかにございますか。この程度でよろしいですか。説明のほうは。で

は、調査のほう、よろしくお願いいたします。 

 事務局、それだけでいいですか。 

【事務局長】  はい。 

【議  長】  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】  きょうは、特段大きな事案もなく、スムーズに審議を終えることができ

ました。どうもご苦労さまでした。また、この後、６時から、異動に伴

う懇親会等がありますので、ひとつよろしくお願いします。 

（終了 午後３時００分） 


