
平成２９年第５回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２９年５月２６日

                           １３時３０分～１５時１０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５回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２９年５月２６日「平成２９年第５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、 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30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31号 農地法第４条の規定による許可申請について 

 日程第３ 議案第32号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 日程第４ 議案第33号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

 日程第５ 議案第34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６ 議案第35号 農用地利用集積計画（案）について 

 日程第７ 議案第36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  非農地証明書の証明願いによる専決処分について 

⑵  農地の一時使用について 

⑶  農地転用届出による専決処分について 
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⑷  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

会長が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 

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

進委員の６名も全員出席をいただいております。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】  異議なしですので、８番委員と９番委員を指名いたします。 

        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

がありましたらお願いいたします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでございますので、報告ですから、この程度にさせていただ

きたいと思います。 

 本日は傍聴希望者がございます。傍聴につきましては、海老名市農業委

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。 

 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３０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。 

 この案件につきましては、海老名市では、新規就農の方となります。今

回は、今までと違った取り扱いとなりますので、改めて農地法第３条の規
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定による許可申請について、事務局から説明をお願い申し上げます。 

【主  事】  農地法第３条では、農地、または採草放牧地についての権利を移転、

または設定する場合には、原則として農業委員会の許可を受けなければな

らない旨を規定しています。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。 

 農地法第３条の許可に関しまして、これまで皆様には何度もご審議をい

ただきまして、仕組みのほうはよくご存じかとは思いますが、先ほども会

長からお話がございましたとおり、今回は新規就農ということでございま

して、これまでと取り扱いが異なっておりますので、改めてご説明をさせ

ていただければと思います。 

 本日追加でお配りをいたしました資料１－５をご覧ください。農地法第

３条の許可の基準が記載されている書類でございます。農地法第３条の許

可は、次の５つの基準を全て満たしているということが必要でございま

す。１つ目が、申請地を含め、所有している農地または借りている農地の

全てを効率的に耕作することという、こちらには「すべて効率利用要件」

と書いているのですが、一般的に呼ばれているのは全部効率利用要件とい

う要件です。２つ目が、法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たす

ことという農地所有適格法人要件、３つ目が、申請者または世帯員等が農

作業に常時従事することという農作業常時従事要件、４つ目が、今回の申

請地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上、海老名市では３０

アール以上であることという下限面積要件、５つ目が、今回の申請地の周

辺の農地利用に影響を与えないことという地域との調和要件です。これら

の要件は、農地法第３条第２項各号に記載がございますが、さらに詳しく

は、法をもとに国が作成しております「農地法関係事務に係る処理基準に

ついて」というものがございまして、そちらをもとに事務局ではよく要件

を確認しているところでございます。 

 以上が要件のご説明でございます。 
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 次に、新規就農者に対する海老名市農業委員会としてのこれまでの取り

扱いについてご説明をさせていただきます。 

 海老名市では、新規就農する場合には、農地法第３条の許可を受けるの

ではなく、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画による貸

し借りから始めることを新規就農希望者には勧めてまいりました。これは

所有権を先に取得してしまうと、予想していたよりも農業が大変で、すぐ

に営農をやめてしまったという場合などに、その土地を管理する者がいな

くなってしまい、荒廃農地となってしまう懸念があるということから、ま

ずは農地を借りて農作業を経験してみるのがよいという考え方から行って

きたところでございます。また、新規就農者が農業に対する計画性があ

り、確実に今後行っていけるはずだという部分を担保するため、ある程度

農業を経験してから本格的に就農するほうがよいという考えから、かなが

わ農業アカデミーなどの公的な教育機関もしくは認定農業者等が経営する

大規模な農園で、少なくとも１年間は研修を受け、農業に対する理解を深

めると同時に、技術を習得し、それを修了したという証明書等の発行を受

けるということを強く勧めていたところでございます。それらの条件に合

う新規就農者について、最終的には農地を借りるということで、農用地利

用集積計画の作成申し出をしてもらいまして、今後の営農計画を書面にし

たものを資料としてその内容をもとに農業委員会の定例総会に出席をして

いただき、プレゼンを行ってもらいまして、農業委員会でその方の新規就

農について決定するという流れでこれまではずっと行ってまいりました。

また、その決定の際、大事な観点として、新規就農者がこれから農業を業

として行っていくつもりがあるかというところもよく確認をしていたとこ

ろでございます。 

 海老名市での取り扱いは以上でございます。 

 これらの取り扱いに関しましては、どれも農地の権利を取得した新規就

農者が、その後、その農地の効率的な利用を図っていくことができるかと

いうことを厳正に審査する目的で行ってきたことでございます。しかし、

今回の案件に関しましては、農地法第３条による所有権移転及び使用貸借

権の設定によって新規就農したいという内容の申請でございます。今回の
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申請者は、先ほど申し上げました農業アカデミーですとか、農園等で研修

を受けているというわけではございませんが、全く農業を行ったことがな

いというわけではなく、申請者のご実家が、さらにその血縁関係にある親

族の土地を耕作してきたとのことで、その農作業に幼少期より従事してき

たとの話でございまして、その親族から、申請者が農業に十分精通してい

るという旨が記載された書面の提出もございます。 

 ここで、先ほど申し上げました農地法の許可基準について詳しく説明し

ている国の作成した処理基準というものの中で記載されていることについ

てお話をさせていただきますと、特に全部効率利用要件という部分につき

ましては、「いたずらに厳しく運用し、排他的な取り扱いをしないよう留

意する」ことですとか、特に新規就農者につきまして、例えば「農業高校

を卒業しても研修を受けなければ必要な技術が確保されていると認めない

とすること」や、「まずは農地等を借りて実績をつくらなければ所有権の

取得は認めないとすること」などに関しましては、「硬直的な運用」に当

たり、「厳に慎むべき」という記載が国の基準ではされております。特に

貸借等の取り扱いにつきましては、「農地等を利用する者の確保、拡大を

図ることを旨として取り扱うことが重要である」とされておりまして、実

績がないというだけで新規就農をしてはいけないとするのではなく、今

後、営農に関し意欲があり、計画が立てられており、今後、機械や労働

力、技術などに関しても確保できるという見込みがあるようであれば、新

規就農者が就農することを妨げてはいけないというのが国の考え方でござ

います。 

 これらを踏まえまして、これまでの海老名市での新規就農者の取り扱い

とは大きく異なる部分ではございますが、申請者へは今後の営農計画書を

提出してもらっております。それがお配りした資料１－４と、本日その差

しかえとして机の上に配付させていただきました資料でございます。これ

らの資料をもとに、申請者には、この場に出席をして、今後の営農計画等

についてプレゼンをしてもらいまして、総合的な観点から皆様にご審議を

いただきたいと考えております。 

 以上でございます。 
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【議  長】  ただいま事務局から説明がございました。これから新規就農者の方を

お呼びするわけですけれども、その前に事務局の今の説明に対しまして何

か聞くことはありますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、■■さんをお呼びしたいと思いますが、よろしゅ

うございますか。 

 それでは、先ほど来からお話がございましたとおり、今回、海老名市で

の新規就農の方ですので、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、先ほど

事務局がご説明したとおりの内容を含めまして、皆さんに聞いていただき

たいと思います。 

        （■■ ■着席） 

【議  長】  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】  それでは、今回海老名市で就農を予定しております■■■さんでござ

います。 

 差しかえの資料１－４をご覧いただきますと、■■さんが作成されまし

た営農計画書がございますので、これらを参照しながら、■■さんから、

これから取り組んでいただくことにつきましてプレゼンをお願いしたいと

思います。 

 それでは、■■さんにつきましては、簡単に自己紹介を兼ねながら、営

農計画書に基づきましてお話をしていただければと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

【■■ ■】  私は、生まれも育ちも秦野市の菩提でございます。海老名市のほうに

は昭和５５年ぐらいから、中新田に一時住みまして、その後、平成元年か

ら海老名市の中央に住むようになりました。秦野のほうは、親がずっと分

家で住んでいまして、私はその後、大学を卒業して会社に勤めて、結婚し

てから海老名にずっと住んでいます。秦野では父と母と祖母がいまして、

その中でずっと農業をやっていました。後に、私が海老名に来てからは海

老名から通いで農業を手伝っていました。その後、13年ぐらい前に父が他
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界したんですね。秦野には母１人になりましたので、農業――農業と言っ

ても、主にやっていたのは、小麦だとか、里芋、あとお茶畑を私が通いな

がら作っていたわけです。それに周りでは自家用のダイコンだとか、ホウ

レンソウだとか、コマツナなんかを私がまいて、それを管理しながら収穫

して、生活しておりました。 

 その後、秦野の実家に第二東名が通るということで、私が本家から借用

して、ずっと作っていた畑も含めて、自宅も含めて、全部収用になってし

まうということに相成ったわけです。私のほうは、収用になるのはいいん

ですけれども、母もいるし、農業もずっとやっていきたいので、どこかい

いところがあれば、そちらに移って、農業をやりたいということで、中日

本と話をしながらやってきたわけです。 

 それで、今から７年ぐらい前に周りが全部収用になり、契約も全部済ん

でしまったんですね。それで、本家から、今まで貸していた農地を全部返

してくれということで、結果的には中日本のほうに全部とられたわけなん

ですけれども、私のほうは、その後、居住用と、畑ができる、耕作ができ

る土地をどこか探してほしいよということで、中日本さんにいろいろ話を

しながらずっと進めてきたわけです。その中で、たまたま海老名のほうで

私の知り合いとか、いろいろな方がいらっしゃいまして、何とか３反の土

地が見つかりました。 

 その当時は、まだ海老名は４反耕作をしないと農業をやっていけないん

だよという、こういう話だったんですね。私も４反はとてもじゃないけ

ど、買えないし、借りるといったってなかなか貸してもらえるところがな

かった。そんなことをしているうちに、今申請しているところの土地を譲

っていいよと言っていただいたり、貸していただけるということで、いろ

いろなところと、私の知り合いもいるので、相談しながらきたわけです。

私の知り合いというのは、親戚筋になるのが、伊勢原の■■という大きな

農家をやっている者とか、ブドウをやりたいということで、藤沢の藤稔を

開発された■■さんのところにもいろいろな相談しまして、ブドウをやり

たいという意思でこっちに来たわけです。その辺で、今のこの計画の第１

のほうの、動機はそういう形で、これからも農業をやっていきたいので、
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どこかないかなということで探してきて、今の土地が見つかったと、こう

いうことになります。 

 その後、計画のほうになるのですけれども、すぐにといっても、ブドウ

とか、梨なんかの植える時期もあります。そうすると、植える時期という

のは、冬、12月から３月までぐらいの間に植えないと、いい根つきができ

ないし、枯れることが多いということで教わりましたので、そうすると、

ことしの終わりから来年の春にかけての植えつけになろうかと思います。

そこで、とりあえず主としてブドウを入れて、あと梨をやりたいと。通常

のブドウにおいては、今までの放射状のブドウのやり方ではなくて、私も

年をとっているし、だんだんとやりづらくなるので、一文字でやったらど

うかなというアドバイスをされまして、じゃ、教えてよという話で、ジョ

イント式の一文字方式でやると、肥料をやったり、ブドウのジベレリン確

保とか、それから、剪定なんかも列でやっていけますので、やりやすいよ

という形で教わったので、じゃ、そういう形でやろうかということで、計

画をしたわけです。 

 ブドウもジョイント式でやると危険も多いという言い方をされたんです

ね。というのは、全部、５本なら５本ジョイントすると、１本病気が出る

と、５本全部病気が出ちゃうので、５本全部、損害が出ちゃうよというこ

とで、危険があるけれども、よっぽど気をつけてやれば、早目に収穫でき

ていいんじゃないのと、こういう形で来たわけです。栽培技術とか、そう

いうのは、今まで秦野でやっていた経験を生かしてやっていきたい、そん

なふうに思っています。 

 営農用機械の手配なのですけれども、改良する土地で面積の大きなとこ

ろは、■■■■さんが植木を植えていたところなんですね。ですから、抜

根を少ししなきゃいけないので、ユンボでやって、トラクターで管理をし

ていきたいと、このように思っています。 

 資金的には、自己資金と、それから、収用された資金で大体充当できる

と。ただ、土地の売買の契約にも、中日本さんが全部絡んできますので、

私の一存で契約するわけにいきませんので、全て中日本さんを通してやら

ないとできないということになっておりますので、そちらのほうでやるよ
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うになっております。 

 栽培のほうは、最終的には、ブドウが15アールで5,000キロ、約５トン

ですね、それから、これは単価がキロ1,000円ぐらいで、実質的には今、

藤沢とか茅ヶ崎のほうで、藤稔は大体1,200円から1,500円で販売されてい

る。厚木もそうですね。伊勢原もそれぐらいなんです。計算しまして、15

アールで大体この金額、梨が５アールで２トンぐらい、その他、これはあ

いたところにほかのいろいろなものを植えてみたいなということで、1.5

トンぐらいですね。販売は住居地で販売するので、ほとんど会員制とか、

自分のところの自販でやっていくつもりです。あと、野菜のほうの栽培な

のですが、今まで自家で食べるようなもの、それが主にやるということ

で、里芋とか、タマネギ、ホウレンソウ、コマツナですね、その他旬のも

のを植えていきたい、こんなふうに思っております。 

 それで今、計画書に至ったわけですけれども、農業をぜひやらせていた

だきたいと思いまして、皆さんにお諮りいただいたわけです。どうかよろ

しくお願いいたします。 

【議  長】  ただいま■■さんから説明をお伺いいたしました。委員の方からご質

問等がありましたら、遠慮なく質問していただきたいというふうに思って

おります。 

 質問ある方、いらっしゃいますか。９番委員。 

【９番委員】  営農計画書を見させてもらったんですけれども、今のお話の中では、

今まで経験されたのは、普通作と野菜栽培、麦をつくったり、野菜をつく

ったりと。今回の果樹をつくろうというきっかけは何だったんですか。 

【■■ ■】  私の友人が、親戚筋なのですけれども、伊勢原で果樹とかそういうも

のをやっているので、それといろいろ話をしたら、野菜とかをやっている

と結構年もきついし、もともと野菜とかじゃなくて、果樹をやりたいとい

うのが、秦野でやっていた時からの私の念願だったんですね。ただ、秦野

に行って耕作していると、土日と祭日にしか行けないので、果樹だとやり

きれない。向こうでは入れれば長いスパン、タマネギとか、里芋とか、小

麦だとか、そういうものをやっていたわけですよ。実際、今度、自宅の目

の前でつくるとなると、年中見られますので、そうすると、やっぱり希望
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のものをつくってみたいなと、こういうふうに思ったわけです。 

【９番委員】  私も何年か前に梨をつくっていた経験があるんですね。ただ、簡単に

できるものではないので。野菜は比較的簡単にできるんですけれども、果

樹となると、なかなかそう簡単にできるものじゃないので、そういう経験

がなくて、よくこの計画をされたなというのが、ちょっと今、単純に考え

たところでは、そういうふうに思ったんですよ。大丈夫かなという部分で

ね。それと、ジョイント栽培でやられるとなると、接ぎ木の経験はあるん

ですか。 

【■■ ■】  接ぎ木の経験は、私の仲間で、今度手伝ってもらうのが、もと千葉の

ほうで造園業をやっていたので、そのときに接ぎ木をやったりしましたの

で。 

【９番委員】  その人に来てもらう。 

【■■ ■】  その人に来てもらうということと、あと、いろいろな相談に乗っても

らうのが、以前、平塚の技術センターにいられた、そういう方がジョイン

トをいろいろやられた方で、その人と今相談。 

【９番委員】  それと、ちょっと心配なのは、つくられるのは結構なのですけれど

も、鳥だとか、害虫、要するに鳥の害があったために、ネットをかけなき

ゃいけないんですよ。その計画はあるんですか。 

【■■ ■】  あります。 

【９番委員】  全面ですか。 

【■■ ■】  ジョイント方式ですと、そこの部分ですね。 

【９番委員】  周りはかけない。 

【■■ ■】  一応かけていく形です。 

【９番委員】  それを見られたことはあるんですか。 

【■■ ■】  はい。 

【９番委員】  畑の周りはそのままあいちゃっているんですか。 

【■■ ■】  最終的には周りもかけます。 

【９番委員】  棚はつくらないんですか。 

【■■ ■】  棚ではないんです。 

【９番委員】  どういう形なんですか。 
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【■■ ■】  真ん中の一文字、ずっと行きますから、一文字ずつ来ますね。横に片

側約２メーターぐらい、両側で約４メーターぐらい。 

【９番委員】  イメージはわかるんですけれども、枝を、要するに主枝を出すには、

棚をつくらないとどうなんですか。そういうのは大丈夫なんですかね。 

【■■ ■】  全く棚をつくらないんじゃなくて、脇にウォールを打ちますので、そ

こが棚になります。だから、普通、ブドウなんかみたいにずっと棚があり

ますよね。そういう棚ではないんですね。 

【９番委員】  じゃ、枝はそんなに長く伸ばすわけじゃないんだ。 

【■■ ■】  ２メーター、真ん中のジョイントが入って、両サイドに２メーターず

つぐらい、そこで流しますので、こっちはポールを１本、両サイドに入れ

て、真ん中にポールが入っていますから、入れて、そこに入るぐらいで。 

【９番委員】  新しい技術だと思うんですね。多分、これ、農総研で開発した技術だ

と思うんですよ。ジョイント栽培というのは。あるいは作業が非常に効率

的にできて、非常にいいということで、全国に広まっているんだと思うん

ですが、ただ、接ぎ木がうまくいくかどうか。先ほど言われたように、病

気が発生すると、全部広がっちゃうんですね。ジョイントというのは、枝

をどんどんどんどん接いでいっちゃうんですよ。一方にずっと流していっ

ちゃいます。これが病気になっちゃうと、全部病気が入っていっちゃう。

だから、非常に怖いんです。そういうつくり方なので、これは神奈川県で

農総研が開発した技術らしいんですけれども、ただ、そういうデメリット

があるということなんですね。 

【■■ ■】  梨の場合はもっと低い高さでやって、Ｖ字なんですね。ですから、棚

がないんです。Ｖ字でやって、たれ下がって、なるという。だから、下の

元木が大体60センチぐらい、それからＶ字に上がりますので、上でも２メ

ーター20、30なんですね。 

【９番委員】  わかりました。ネットは張らないということだったので、でも、まだ

周りは張られるという。 

【■■ ■】  いずれは。 

【９番委員】  １つご注意したいのが、隣との境界にネットを張られちゃうと、境界

の外に隣地の人の土地を歩くようになっちゃいますから、そこはある程度
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セットバックしてネットを張ってもらいたいというのが、１つ望みなんで

す。隣地の人の土地を歩くようになっちゃいますので。ネットを張った場

合に。だから、それは自分の土地、ある程度セットバックして、１人歩け

る程度の面積を、場所を確保してネットを張ってもらいたいというのが希

望なんですけどね。 

【■■ ■】  そこは隣によく話をしながらやっていきたいと思います。 

【９番委員】  ３条申請の中でも、隣とうまくやってくださいということも書いてあ

りますから、隣と余りもめないような形でお願いしたいと。頑張ってくだ

さい。 

【議  長】  ほかに。13番委員。 

【13番委員】  今、■■さんの冒頭の挨拶とか、説明の中で、農業をやるのは私たち

は賛成であります。その中で、今、家族のことで、お父さんとお母さんと

おばあさんとということで、秦野のほうにおられたと、■■さんは海老名

にお住まいということで、中日本で、お父さん、お母さんの土地を売られ

てということなんですけれども、これは大変基本的ご質問なんですけれど

も、これ、お父さん、お母さんの土地じゃなくて、■■さんの土地の名前

で中日本にも売られて、こっちに買うということですか。 

【■■ ■】  そうです。もう親は亡くなって、13年前に父から私は相続しているわ

けです。相続して、農業も全部私がやるということで。相続したときに、

娘、私の妹たちがいたんですけれども、跡を継ぐんだからということで、

全部私が相続したわけなんですね。 

【13番委員】  今、■■さんがずっとご説明された中の言葉で、私の実家だとか、私

の本家だとかというような言葉が出てきたもので、大変申しわけない質問

ですけれども、確認させていただきました。ありがとうございました。 

【議  長】  ほかにある方。７番委員。 

【７番委員】  海老名の気候なんですけれども、ブドウ、梨、確かに梨をつくってい

る方はいますけれども、ブドウという、その種のブドウで、気候的に合う

んですか。 

【■■ ■】  ブドウは、今、私がつくろうとしているのは、種が藤稔なんですね。

藤稔というのは、藤沢の高倉の■■さんという方が発見されたものなんで
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すよ。今、藤沢だとか、茅ヶ崎の火葬場、あの辺で結構できたりしていま

す。伊勢原とか、厚木、それから、相模原でもできているんですね。それ

で、青木さんといろいろ話したら、海老名は結構逆にいい土地だから、平

坦でいいから、あそこはいいんじゃないのという話だったんですよ。藤沢

の高倉ですと、こことそんなに変わらないんじゃないかと。海側と違いま

すのでね。今、■■さんだとか、■■さんの仲間がつくっているのも、綾

瀬の産業道路を抜けて、少し行った、こっちから行くと右側のほうにも、

同じように結構できているんです。そういうものを見ると、結構この辺も

できるんじゃないかなと。 

【７番委員】  この計画、今ここに書いてある、この辺の収穫ができると、３年でで

きるということでよろしいんですか。 

【■■ ■】  植えて３年目ぐらいですね。１年目で伸ばして、２番目でジョイント

して、その次に大体１本当たり、房丈で10から15ぐらいとると、１房が

400グラムから500グラムになりますので、大体このくらい。翌年になる

と、枝が生えますので、出てくるよと、６年たてば、普通の今までのつく

り方だと８年から10年かかったらしいんです。ジョイント式でやると、大

体その半分くらい。だから、６年ぐらいで本格的にとれ出すよという話な

んですね。ただし、失敗があったら、全部木を切らなきゃいけないので、

それは相当覚悟してくれと。 

【議  長】  13番委員。 

【13番委員】  農業をやっていくという、熱心に考えられていてうれしいんですけれ

ども、■■さん、できればですけれども、大変失礼ですが、お幾つになら

れましたか。 

【■■ ■】  私、今、６７です。 

【議  長】  ほかには。16番委員。 

【16番委員】  お伺いしたいんですけれども、２、３年で800キロ、3,000キロという

収穫があるということなんですけれども、この販売計画というのはお持ち

なんでしょうか。それとあと、もし販売するとなると、袋詰めとか、そう

いった作業をするようになると思うんですけれども、この計画の中ではそ

ういう作業ヤードがないんですけど、それはどういうふうにお考えなんで
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しょうか。 

【■■ ■】  販売のほうは、熟すまでそこの木でならせますので、もぎ取り方式

と、あとはインターネットで。今まで■■さんとか、いろいろな人に聞い

てみると、最後まで熟して販売している人は、ほとんどお客さんがふえる

ばかりだと言うんですね。いつもできる時期になると向こうからやってく

ると。結局、熟してくるので、お店に出して、早目にもいじゃうと、味が

変わっちゃうから、逆にできないよと、こういう話なんですよ。ですか

ら、消費は、いいものをつくって売れば、お客は自然にふえてくるよとい

う形。この数字は、今現在やられている方が、余分に注文が入っちゃうら

しいんです。年々ふえてきて。それがはけていくので、どこかに逆にそう

いうブドウをやってくれる人、いないかなという相談があって、販売して

いるわけです。販売所、直売所なんですが、主には自宅でやるのと、私が

今住んでいるのは、海老名の駅前、ヤマダ電機の前ですので、そこに直売

施設を置いてやれば、少しは出るのではないのかなと。それとあと作業所

なんですが、申請地のとなりに自宅を建てたいと思っておりますので、そ

こで全部やれると思います。 

【議  長】  ほかに質問は。それではこの程度でプレゼンはよろしいですか。よけ

れば、■■さんは退席をしていただきますが、よろしいですね。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ■■さん、ありがとうございました。 

        （■■ ■退席） 

【議  長】  受付番号１１、１２、１３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】  受付番号１１、申請地は、大谷南■■■■■■■■■、台帳地目、

畑、現況地目、畑、■■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりです。譲受

人は、中央■■■■■■■■■、■■■、譲渡人は、大谷南■■■■■■

■、■■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、新規就農です。 

 続きまして、受付番号１２、申請地は、大谷南■■■■■■■■■、台

帳地目、畑、現況地目、畑、■■■平米です。譲受人は、中央■■■■■

■■■■、■■■、譲渡人は、本郷■■■■■■■■、■■■■、権利の
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種類は、所有権の移転、目的は、新規就農です。 

 続きまして、受付番号１３、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、台

帳地目、畑、現況地目、畑、■■■平米です。譲受人は、中央■■■■■

■■■■、■■■、譲渡人は、本郷■■■■■■■■、■■■■、権利の

種類は、使用貸借権の設定、目的は、新規就農です。 

 現地の案内図と写真は、資料１－１から１－３までにございますので、

そちらをごらんください。 

 続けて補足説明をさせていただきます。 

 譲受人は海老名市にお住まいですが、ご実家は秦野市にあり、農業は秦

野市で行っていたとのことで、秦野市農業委員会へ■■さんの農業に関す

る状況を書面により照会しております。また、農作業は、■■■さんのお

じいさんの実家、■■■さんが本家と呼んでいるところで、幼いころより

農作業を手伝い、技術を習得してきたとのことで、そこからの証明書も出

ております。許可申請書及びそれらから把握した情報をご報告いたしま

す。 

 譲受人の■■■さんは、現在６７歳で、世帯としての状況は、■■■さ

んとその妻の■■さん、母の■■さんの３人が今後農業に従事をする予定

だそうです。■■■さんの農業経験年数は４０年、農作業従事日数は、現

在、年間１２０日、見込みでは年間２００日、■さんの妻の■■さんの農

業経験年数は６年、農作業従事日数は、現在、年間０日、見込みでは年間

１５０日、■さんの母の■■さんの農業経験年数は６５年、農作業従事日

数は、現在、年間５０日、見込みでは年間１５０日だそうです。■■■さ

ん、妻の■■さんは、お住まいである海老名市で耕作ができるようになる

こと、母の■■さんは、秦野市のご自宅が高速道路の収用事業にかかって

いるため、海老名市へ今後移転してくる予定があり、将来的に海老名に住

むつもりがあるとのことから、それぞれそれだけの農作業従事日数が今後

見込まれるとのことです。■■さんの世帯の現在の農業経営面積は０平米

ですが、申請面積の合計は■■■■■■■■平米ございまして、３０アー

ル以上耕作することが見込まれます。機械は、耕運機１台、軽トラック１

台、草刈機１台を現在所有しているほか、トラクター１台、小型ユンボ１
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台を自己資金にて導入予定とのことです。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。 

 それから、秦野市農業委員会が■■■■氏へ行った調査によると、農作

業に関しましては、■■■さんは子供のころから手伝いをし、平成１７年

に■さんの父の■■さんが亡くなってからは、主体的に農業に従事してい

たとのことです。また、■さんのおじいさんの実家、■さんが本家と呼ん

でいるところからは、■さんは子供のころより農作業の手伝いをしていた

こと、■さんが農業耕作において十分精通していると思われること等が記

載され、本家である■■■さんという方の署名押印がされた証明書も出て

おります。 

 機械の面、労働力の面、技術の面の要素に関して、見込みを含めまし

て、これらを満たしていないというようなことが確認できるような情報は

なく、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。 

 先ほどのプレゼン内容、質疑等を踏まえまして、総合的な観点から皆様

のご審議をお願いできればと考えております。 

 以上でございます。 

【議  長】  続きまして、現地調査班長の意見をお伺いいたします。班長の９番委

員。 

【９番委員】  昨日、現地調査をさせていただきました。一部、雑草が生えていると

ころもありましたけれども、農地としてよく管理されているということ

で、問題ないというふうに思います。 

【議  長】  それでは、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、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。 

 案件につきましては、受付番号の別々にさせていただきます。 

 それでは、受付番号１１を許可することに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。 

 それでは、受付番号１２につきまして、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、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。 

 ですから、受付番号１１、１２、１３、全て承認というふうにさせてい

ただきます。 

 次に、議案書７ページ、日程第２、議案第３１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４条及び第５条では、農地を転用する場合、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２、申請地は、望地■■■■■■、登記簿地目、畑、■■平米

のうち■■■■■平米、ほか８筆、議案書のとおりで、合計、■■■■■

■■■平米です。現況は、市街化調整区域の畑です。転用者は、綾瀬市寺

尾西■■■■■■■■、■■■■■■■■、理事長■■■■■、転用の目

的は、公衆用道路です。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、造成計画の

平面図及び断面図、道路計画の平面図、道路標準構造図をお配りしており

ます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。15番委員。 

【15番委員】  ■■■■■■■■は、今現在、寺尾にございます。ただ、生徒数もふ

えまして、手狭になったため、以前から購入してありました望地地区、望

地は一部なんですが、ほとんどが綾瀬市に隣接していまして、校舎、体育
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館を建てると、そのために望地地区の一部に自社所有の場所に道路を設置

したい、そういう申請でございます。自己所有のため、学校を建てるため

に必要なものですから、特には問題ない。ただ、近隣、一般住宅もありま

すし、耕作しているところもありますので、そこに迷惑をかけないという

条件でやむを得ないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  ■■■■■■■■が、自身の土地を公衆用道路として転用したいとい

う申請です。理由書によりますと、現在、■■■■の校舎が綾瀬市内にご

ざいますが、老朽化が進み、建てかえをしなければならなくなった等の理

由で、海老名市望地にグラウンドが現在あることから、その付近で建てか

えの用地を探していたとのことです。結果としまして、今回の申請地に隣

接する綾瀬市の市街化区域内に建てかえをするということとなりました

が、そこへ進入するための道路用地がなく、隣接する今回の申請地が、■

■■■の所有する畑だったため、農地転用して、公衆用道路とすることに

決めたそうです。幅員９メートル幅の道路ですが、これは開発の基準にの

っとり、厚木土木事務所東部センターと協議をして決定したと聞いており

ます。また、道路ができ上がった後は市へ帰属することとなっており、構

造や申請地内に含まれている市道、水路等の払い下げでしたりとか、そう

いう取り扱いにつきましても、市の道路管理課等と調整済みだとのことで

す。 

 資料２－１をご覧ください。農地の立地基準は、第３種農地です。これ

は、綾瀬市の市街化区域から、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。他市からの連たんの取り扱い

につきましては、市町村が地区ごとに考え方を決めてよいこととなってい

るという考え方が、平成２４年に県から示されており、今回の申請地につ

きましては、平成２８年８月に、地区担当委員の15番委員とご相談させて

いただきまして、連たんとして取り扱うということを決定した経過がござ

います。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、飛んでしまいますが、２－３の土地利用計画図をご覧ください。
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図は、右側が北を示しております。図の赤くなっている部分が、海老名市

の市街化調整区域の農地で、今回の申請地でございます。図の下側の建物

の形が記載されている部分、こちらが綾瀬市の市街化区域内で校舎の建設

予定地となっております。申請地を場所により、切り土、盛り土いたしま

して、アスファルトで舗装し、幅員９メートルの道路を整備するという計

画です。周囲は、高低差に応じまして、西側の、図面で言うと上側でした

りとか、あと、場所によっては南側、下側になるんですけれども、畑と隣

接している部分に関しましては、ＲＣ擁壁を設置いたします。東側の校舎

と隣接する部分に関しましては、コンクリートブロック２段積みの擁壁を

設置、また、北側のグラウンドと隣接している部分につきましては、地先

境界ブロックを設置するという計画です。出入り口は、図面の上と左側、

方角で言うと西側と南側にありまして、それぞれ隣接する市道と同じ高さ

から校舎へ向かうにつれて敷地は高くなっていくという構造になっており

ます。 

 続きまして、資料２－４をご覧ください。こちらが造成計画の平面図で

ございます。こちらの黄色に塗ってあるところに関しましてが切り土を示

しておりまして、赤色に塗ってあるところが盛り土を示しております。申

請地の状況に応じてというところがございますが、切り土、盛り土とも

に、最大で５５センチほど、場所によっては行うという計画になっており

ます。 

 次、また資料が飛んでしまうのですが、２－６をご覧ください。資料２

－６には、道路部分の断面図をおつけしております。断面の番号は、資料

２－４、今ご覧いただいた造成計画の平面図のものと連動しております。

３－３断面、左側の下の断面から、７－７断面、一番右下の断面図まで

が、今回転用する道路部分が含まれている断面図でございまして、特に農

地と隣接している部分の断面図につきましては、４－４断面から７－７断

面、右側の一番上から下までの断面図でございます。例えばなのですけれ

ども、４－４の断面図をご覧いただくと、右側に新設道路と書いてあると

ころがございます。新設道路と書いてありまして、歩道、車道と、それぞ

れ分かれている部分がございます。この車道側との境が農地に隣接してい
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る部分でございまして、高低差は、場所によりなのですけれども、最大で

５９センチある計画になっておりますが、農地側につきましては、全てＲ

Ｃ擁壁によって土どめをするという計画となっております。 

 資料２－７には、道路部分を詳細に示した道路計画の平面図がございま

すが、資料２－８に、その道路自体の構造図がついております。 

 １度、資料２－８をご覧いただければと思います。車道部分や歩道部

分、道路の部分を切った断面図で、道路標準構造図という図面でございま

す。特に雨水排水に関してなんですけれども、資料２－８のこちらの図面

で確認いただくところですが、車道の両端に道路側溝を設けるという計画

になっております。側溝に落ちた雨水に関しましては、傾斜が申請地自体

についておりまして、その傾斜に沿って流れて、既存の市道のほうに設置

されている道路側溝に接続し、最終的には目久尻川のほうへ落ちていくと

いう計画になっております。 

 以上、転用が不確実とされる要因は確認できず、隣接する農地、周囲の

土地への被害防除策も図られていることから、転用やむなしと思われま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。班長の９番委員。 

【９番委員】  今、いろいろ説明がありましたとおり、申請地は自用地、自分のとこ

ろの土地の中に道路をつくるということでございまして、隣地への土砂の

流出等についてはないというふうに思います。それと、排水等について

も、近くに目久尻川が流れておりまして、既設の大きな排水溝も布設され

ておりますということもありまして、特に問題はないというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  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。 



21

 受付番号２について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号２については、承認とさせ

ていただきます。 

 次に、議案書８ページ、日程第３、議案第３２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、本郷字■■■■■■■■■、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、本郷

■■■■■■■■■、■■■■、土地所有者は、本郷■■■■■■■■、

■■■■、持分２分の１、本郷■■■■■■、■■■■、持分２分の１、

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３－１をご覧ください。資料は、案内図のほか

に、現地の写真、土地利用計画の平面図及び断面図、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。12番委員。 

【12番委員】  本件は、これ、写真で見てもらうとわかるとおり、北側にも同じ要件

で収用の建物が建っていますので、その隣接地なので、特に問題はないと

思います。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  転用者である■■■■さんですが、藤沢市との境、現在は用田橋のあ

たりにお住まいになられていますが、高座清掃施設組合が行う公園整備事

業に伴い、■■さんの自宅が収用されることとなったそうです。このた

め、移転をしなければならなくなり、なるべく生活環境が変わらない同じ

地区内に移転したいという希望から、この農地転用許可申請がありまし

た。■■さんは、耕作面積が10アール以上の市内の農家です。 

 資料３－１をご覧ください。立地基準でございますが、左下にございま

すとおり、申請地はおおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域

内にあるため、第１種農地と判断できるところです。第１種農地は、農地
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転用が原則許可できない農地の立地区分ですが、今回の申請は、第１種農

地の不許可の例外といたしまして、住宅その他申請にかかる土地周辺の地

域において居住する者の日常生活または業務上必要な施設で、集落に接続

して設置されるものという項目がございます。こちらに当てはまるもので

あるため、今回は立地基準を満たすという判断をしております。 

 次に、資料３－２をご覧ください。土地利用計画図と断面図が１つにな

った図面でございます。図面は、方角は、上が北を示しております。左側

が平面図ですので、まずはそちらをご覧ください。申請地全体を整地、転

圧して、一部を土間コンクリートで舗装し、周囲をＲＣの型枠ブロックで

囲います。西側と南側は畑に面しており、北側と東側は市道に面しており

ますが、周囲との高低差は、最大で道路側２５センチ程度、畑との境は１

３センチ程度になる計画です。敷地内には、北側に建築面積69.56平米の

住宅を１棟、南側には建築面積53.83平米の農機具等の倉庫を１棟建築す

る計画となっております。また、敷地への出入りは、東側の市道から行う

予定です。 

 続きまして、右側の断面図をご覧ください。上に、小さくなってしまっ

ているんですが、Ａ－Ａ´と書いておりまして、Ａ－Ａ´断面が敷地を東

西に切ったものです。その下側のＢ－Ｂ´断面というのが、敷地を南北に

切った図面になります。農地と隣接しているのは、Ａ－Ａ´断面を見てい

ただくと、左側でございまして、数字が小さくて申しわけないんですけれ

ども、敷地内がプラス６０と書いております。その隣地境界と書いてある

左側のほうには、畑側がマイナス７０と書いてありまして、こちらから高

低差は１３センチというものが読み取ることができます。また、Ｂ－Ｂ´

断面、こちらも左側が農地との境でございますが、同じ記載がございまし

て、同じく１３センチの高低差がつく計画でございます。これらにつきま

しては、ＲＣの型枠ブロックというもので土どめをいたします。 

 次に、雨水及び汚水の排水計画についてです。また資料３－２の左側の

平面図に戻っていただきまして、そちらをご覧ください。雨水に関しまし

ては、申請地内に浸透枡を設置して、敷地内浸透処理をいたします。図面

の中で行きますと、丸の中に黒い点がついている記号が幾つかあるんじゃ
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ないかと思いますが、こちらが雨水浸透枡を示しておりまして、敷地の中

には１１カ所設置するという計画になっております。また汚水に関しまし

ては、建物から管をつなぎまして、汚水枡と合併浄化槽に接続しておりま

す。これらによって、敷地内浸透処理をするほか、オーバーフロー分につ

きましては、道路側溝へ放流するという計画になっております。 

 資料はこの平面図、断面図のほかに、３－３に住宅の平面図、３－４に

立面図、３－５に農業用倉庫の平面図、３－６に立面図をお配りしており

ますので、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。班長の９番委員。 

【９番委員】  申請地は現在、農地としてよく管理がされておりました。周辺農地へ

の支障はなく、問題ないというふうに思います。 

 以上でございます。 

【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、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４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４については、承認とさせ

ていただきます。 

 次に、議案書９ページ、日程第４、議案第３３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１５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
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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。 

 議案書をご覧ください。受付番号１５、被相続人は、大谷南■■■■■

■■■、■■■、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３月２８日から平成２９年５月２

６日までです。特例農地等の明細ですが、大谷字■■■■■■、現況地

目、田、台帳地目、田、市街化区域外、■■■平米、ほか９筆、議案書の

とおりです。全て農振農用地区域内の田で、合計、■■■■■平米です。

事務局で５月１５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。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】  それでは、受付番号１５について、採決をさせていただきます。 

 受付番号１５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１５について、承認とさせ

ていただきます。 

 続きまして、議案書１０、１１ページでございます。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  査】  受付番号１６、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４月２６日から平成２９年５月２６日までです。特例農地等の

明細ですが、本郷字■■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、市

街化区域外、■■■■■平米です。これは筆全体の面積■■■平米の持分

２分の１という表記です。そのほか１５筆、議案書のとおりです。１２筆

が農業振興地域内の田、１筆が農業振興地域内の畑、３筆が生産緑地の畑
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で、田、■■■■■■■■平米、畑、■■■■■■■平米、合計、■■■

■■■■■平米です。事務局で５月１５日及び１９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１０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１６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１２ペ

ージの引き続き特定貸付けを行っている旨の証明に出てまいります１筆で

す。自作している筆と特定貸付を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】  意見もないようですので、採決をさせていただきます。 

 受付番号１６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１６については、承認とさ

せていただきます。 

 次に、議案書１２ページ、日程第５、議案第３４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】  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、

特定貸し付けをしている方が、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し付けされ、

農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２、被相続人は、社家■■■■■
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■、■■■■■、相続人は、社家■■■■■■、■■■■■、引き続き特

定貸し付けを行っている期間は、平成２６年６月１日から平成２９年５月

２６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、市街化区域外、■■■平米です。これは農業振

興地域内の田です。事務局で５月１５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し付

けは、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

貸し付けであり、平成３３年１２月３１日まで貸し付けをしています。 

 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、承認とさせて

いただきます。 

 次に、議案書１３ページ、日程第６、議案第３５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３５について、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１３ページ、受付番号３５の記載で、貸し借りの種類が貸借権と

なっておりますが、正しくは賃借権となります。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
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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。 

 議案書をご覧ください。受付番号３５、借り手は、下今泉■■■■■■

■、■■■■、貸し手は、中新田■■■■■■■、■■■■、貸し借りす

る農地は１筆で、上今泉字■■■■■■■、田、■■■平米です。貸し借

りの種類は、賃借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、平成

２９年６月１日から平成３３年１２月３１日までの５年で、借賃は、玄米

３０キログラム、借賃の支払い方法は、１０月末に現物払いです。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。５月１５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３５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３５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３６について、提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号３６、借り手は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、貸し

手は、綾瀬市早川■■■■■■、■■■■、貸し借りする農用地は１筆

で、上今泉字■■■■■■■■、田、■■■平米です。貸し借りの種類
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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６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。５月１５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、採決させていただきます。 

 受付番号３６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３６について、承認とさせ

ていただきます。 

 次に、議案書１４ページ、日程第７、議案第３６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６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。 

 議案書をご覧ください。受付番号６、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。賃貸人は、下今泉■■■■■■■■■、■■■、賃借人は、下今

泉■■■■■■■■、■■■■、農業経営基盤強化促進法第１８条の農用

地利用集積計画作成による賃貸借の合意解約です。合意により解約した日

は、平成２９年５月２日、土地の引渡し日は、平成２９年５月２５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５月

１５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
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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ので、採決をさせていただきたいと思い

ますが、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、承認とさせて

いただきます。 

 次に、議案書１５ページでございます。６．そのほか、法に基づく許認

可等の審議によらない案件を案件といたします。 

 （１）非農地証明書の証明願いによる専決処分についてを案件といたし

ます。 

 受付番号２について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地法は、現況主義をとっておりますが、登記簿上の地目が農地であ

りながら、現況は農地以外のものになっており、現況が農地法に規定する

農地に該当しないと認められる土地については、農業委員会が農地法に定

める農地ではないという証明をすることができることになっています。こ

の証明が非農地証明です。非農地の定義は、農地に復元することが著しく

困難であること、転用後の年数が基本的に１０年以上であること、現在農

地だったとして、転用許可を受けることのできる立地や目的などの条件で

あること、周辺の農地の営農条件に支障が生じていないことなどの要件が

ありまして、全ての要件にかなう場合にのみ、証明を出すことができま

す。 

 議案書１５ページをごらんください。受付番号２、申請地は、国分南■

■■■■■■■■、登記簿地目、畑、■■■平米、ほか２筆、議案書のと

おりです。申請者は、国分北■■■■■■■■、■■■■、現在の状況で

すが、駐車場の敷地として使用されていました。案内図及び現地の写真
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は、資料４にございますので、ご覧ください。 

 土地の経過ですが、申請地は、昭和５７年以前より資材置場として使用

していたそうですが、昭和５７年に土地改良事業を行った際、農地法の許

可を受けたものと誤認したまま、現在まで駐車場や資材置場として使用し

ているそうです。今現在は駐車場として使用されておりました。当該申請

地は、農地転用の許可を受けた経緯がありません。４月２８日に、15番委

員、14番委員、８番委員と事務局職員とで現地確認調査へ行き、現況は農

地として利用されていないことを確認しました。また、固定資産評価証明

を確認し、転用後の経過年数が１０年以上であることを客観的な資料でも

確認しています。そのほか、要件を満たしていることを確認し、これらの

状況から、当該地は非農地に該当すると判断し、非農地であることを証明

いたしました。 

 以上、ご報告いたします。 

【議  長】  農地小委員会委員長の説明を求めます。15番委員。 

【15番委員】  ４月２８日に現地を確認いたしました。現状、写真１のとおり、現

在、パブコのトラックの駐車場になっております。これを農地に復元する

ことは到底無理と思いまして、現状やむを得ないと思います。 

 以上です。 

【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したら、受付番号２を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ございますので、受付番号２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３について、提案説明をお願いいたします。事務

局、説明を求めます。 

【主  事】  受付番号３、申請地は、国分南■■■■■■■■■、登記簿地目、

畑、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。申請者は、国分北■■

■■■■■■、■■■■、現在の状況ですが、資材置場の敷地として使用
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されていました。案内図及び現地の写真は、先ほどと同じく資料４にござ

いますので、ご覧ください。 

 土地の経過ですが、申請地は、昭和５７年以前より資材置場として使用

していたそうですが、先ほどと同じく、昭和５７年に土地改良事業を行っ

た際、農地法の許可を受けたものと誤認したまま、現在まで資材置場とし

て使用しているそうです。当該申請地は、農地転用の許可を受けた経緯が

ありません。４月２８日に、15番委員、14番委員、８番委員と事務局職員

とで現地確認調査へ行き、現況は農地として利用されていないことを確認

しました。また、固定資産評価証明を確認し、転用後の経過年数が１０年

以上であることを客観的な資料でも確認しています。そのほかの要件も満

たしていることを確認し、これらの状況から、当該地は非農地に該当する

と判断し、非農地であることを証明いたしました。 

 以上、報告いたします。 

【議  長】  農地小委員会委員長、15番委員の説明を求めます。 

【15番委員】  こちらも４月２８日に現地を確認いたしました。こちらは■■さんが

経営しています■■■■■■の資材置場になっております。ただし、今、

写真２の右側、北側に畑がございます。ここにブロック塀が積んでありま

して、これは最近だと思いますが、土どめになっております。こちらの砂

利等が畑とかに出ないのを確認しましたので、特にこちらは問題ないと思

います。以上です。 

【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ので、受付番号３について、承認とさせ

ていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、受付番号３については、承認とさせて

いただきます。 

 次に、議案書１６ページでございます。 

（２）農地の一時使用についてを案件といたします。 

 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。 
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【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

地の一時使用につきましては、所有者、使用者、事業者の３者から連名で

申請をしてもらうことにより、農地転用許可不要案件として処理をしてお

ります。農業委員会では、農地を使用することがやむを得ないものである

かどうか、周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがないかなどを確

認いたします。原則としては、農業委員会での確認後から現地を使用して

いただくようにしております。 

 受付番号２、申請地は、本郷字■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、

田、■■■平米、ほか４筆、議案書のとおりです。土地所有者は、本郷■

■■■■■■■■、■■■■、ほか３名、議案書のとおりです。土地の使

用者は、横浜市西区みなとみらい■■■■■■■、■■■■■■■■■

■、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、プラント事業部長、

■■■、事業主は、本郷１番地の１、高座清掃施設組合組合長、内野優、

工事名は、新ごみ処理施設整備・運営事業設計建設工事、目的は、工事現

場事務所及び作業員駐車場用地等として使用したいとのことです。使用期

間は、平成２９年５月１日から平成３１年３月３１日までです。資料５－

１に現地の案内図と写真、５－２に土地利用計画図及び被害防除の図面を

配付しておりますので、ご確認ください。 

 続けて補足説明をさせていただきます。 

 資料５－２をご覧いただければと思うんですが、図は、右側が北を示し

ております。申請地は、南側を作業員の事務所、北側を駐車場用地等とし

て使用する計画です。近隣への被害防除としては、現在、畑となっている

箇所へはシートを敷き、その上で砕石で舗装するということと、周囲は、

図面右上にあるようなガードフェンスによる柵を設置するとのことです。

これらについて特に問題ないと思われます。 

 本日、委員の皆様に了承していただきましたら、申請を受理いたしまし

て、当事者へ、受理した旨の通知を発送します。 

 また、先ほど使用期間が５月１日からと申し上げましたが、これは使用

者と地権者、地主さんとの契約が５月１日からとなっているからでござい

まして、実際に土地の使用を始めるのは６月の中旬からと聞いておりま
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す。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。12番委員。 

【12番委員】  これは説明がありますように、焼却場建設に対する工事事務所ですの

で、特に問題はないかなと思います。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますので、受付番号２について、承認とした

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認め、受付番号２について、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書１７、１８ページでございます。 

 受付番号１について、提案説明を事務局よりお願いいたします。 

【主  事】  こちらにつきましては、先月、第４回の定例総会で皆様にご報告をさ

せていただきました、（仮称）上郷河原口線の工事に伴う仮設ヤードとし

て、現在、一時使用している案件につきまして、工事施工業者が決まった

ことから、変更の申請が出ておりますので、ご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、

横浜市西区平沼■■■■■■■■■、■■■■■■■■■■■■、執行役

員支店長、■■■■、事業主は、勝瀬１７５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５月１日

から平成３０年３月３１日までです。この農地の一時使用につきまして、

問題ないものと判断し、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】  地区委員の説明を求めます。２番委員。 

【２番委員】  この件につきましては、継続ということで、この前、私のほうで現場
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を見た限り、防食シートですか、これがかなり広範囲に設置されておりま

すが、長年の経過により、飛散防止等で土のう等が防食シートの上に置い

てあるんですが、そこから雑草がかなり生えているので、ちょっとその処

理を２年、３年経過しておりますので、担当のほうに処理をお願いするよ

うお願いして、特に問題ないと思います。 

 以上です。 

【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】  それでは、質疑も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】  異議なしということですので、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１９ページから２３ページまでの（３）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１５から１９までの５件と、農地法第５条の受

付番号６３から７２の１０件について、一括して事務局から説明をお願い

いたします。 

【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１９ページ、２０ページをご覧ください。農地法第４条第１項第

７号の規定による届出です。届出期間につきましては、平成２９年４月１

日から４月３０日までの間に届出がされたものです。受付番号１５から１

９までの５件で、田、４２９平米、畑、486.30平米、合計、915.30平米で

す。 

 続きまして、議案書の２１ページから２３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、
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同じく平成２９年４月１日から４月３０日までの間に届出がされたもので

す。受付番号６３から７２までの１０件で、畑、3,040.93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、質疑のある方、一括でお願いいたします。質疑はございま

せんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、承認のほうも、受付番号６３から７２までの１０件につい

て、一括で承認をさせていただきたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認め、受付番号６３から７２までの１０件について、承認

とさせていただきます。 

 次に、議案書２４ページ、（４）農地法第３条の３第１項の規定による

届出についてを案件といたします。 

 受付番号５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２４ページ、受付番号５の記載で、権利を取得した日が平成２８

年２月２８日となっておりますが、正しくは平成２９年１月９日となりま

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。 

 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２４ページをごらんください。受付番号５は、中野の■■■■さ

んの死亡による相続です。受付番号５、権利を取得した者は、中野■■■

■■■■■■、■■■■、権利を取得した日は、平成２９年１月９日、権
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利を取得した事由は、相続、取得した権利は、所有権、農業委員会による

あっせん等の希望は、なしです。届出に係わる土地の所在ですが、中野■

■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、畑、■■■平米、ほか５

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ので、受付番号５について、承認とさせ

ていただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認め、受付番号５についてを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  査】  受付番号６は、高座郡寒川町倉見の■■■■さんの死亡による相続で

す。受付番号６、権利を取得した者は、高座郡寒川町倉見■■■■■■、

■■■、権利を取得した日は、平成２８年３月１１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、本郷字■■■■■■

■、現況地目、田、台帳地目、田、■■■平米です。 

 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】  異議なしということでございますので、受付番号６について、承認と

させていただきます。 

 本日の定例会の案件は終了いたしましたので、傍聴人の方には退室をお

願いいたします。 

 次に、７．その他について、委員の皆様から何かございますか。ありま
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せんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、事務局から何かありますか。ありませんか。 

 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、長い間ご審議、ありがとうございます。 

 前にちょっと話したんですが、この時期の総会の開催の日程なんです

が、ちょうど農繁期ということで、来年度になるんですが、日にちをもう

少し早目にお願いできればいいかなと、そんなふうな感じです。これから

水田等が始まりますので、皆様、交通事故等、また、農作業で事故を起こ

すことがないよう気をつけてください。本日はこれで終わります。 

（終了 午後３時１０分） 


