
平成２９年第６回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２９年６月２６日

                           １３時３０分～１４時２０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６回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２９年６月２６日「平成２９年第６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37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38号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 日程第３ 議案第39号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

 日程第４ 議案第40号 引き続き特定貸付けを行っている旨の証明について 

審議事項は次のとおりである。 

⑴  生産緑地の斡旋について 

⑵  農地転用届出による専決処分について 

⑶  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
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会長が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 

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

の６名も全員出席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委

員を指名させていただきますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしとさせていただきますので、10番委員と11番委員を指名いたし

ます。 

        次に報告事項について事務局から説明をお願いいたします。 

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

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

問がありましたらお願いいたします。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでございますので、ただいまのは報告事項でございますので、

ご理解を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】  異議なしということでございますので、許可させていただきます。よっ

て、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３７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１４について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地法第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１４、申請地は、上今泉字■■■■■■■■、台帳地目、

田、現況地目、畑、■■■平米、譲受人は、下今泉■■■■■■■■、

■■■■、譲渡人は、横浜市中区山下町■■■■■、■■■■■■■■

■■、亡■■■■相続財産管理人、■■■■■、権利の種類は、所有権

の移転、目的は、経営規模拡大です。現地の案内図及び写真は、資料１

にございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。16番委員。 

【16番委員】  譲受人の■■■■さんは、もと農業委員をされておりました。自作地の

耕作はもちろん、借り入れ地も多く、適正に管理されております。現在

は息子さんも一緒に農業をされております。トラクターや田植機はもち

ろんのこと、軽トラックもダンプにするなど、農業機械も充実されてお

りまして、今後の耕作についても問題はないのではないかと思われま

す。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  譲受人に関する補足説明の前に、譲渡人に関して補足説明をさせていた

だきます。 

 議案書記載のとおり、譲渡人が亡■■■■相続財産管理人、■■■■

■となっております。この土地につきましては、もともと■■■■さん

という方が相続により所有しておりましたが、この方が亡くなった後、

相続人が１人もいない、もしくは相続人全員が相続を放棄した等の要因

によって、相続人不存在の土地となっておりました。そのような場合、

裁判所は、その土地の相続人や相続債権者を探すため、相続財産管理人

を選任します。それが今回の譲渡人である■■■■■さんです。相続財
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産管理人は、必要があれば随時、家庭裁判所の許可を得て、被相続人の

不動産等を売却し、金銭にかえることができるという仕組みがございま

す。今回、横浜家庭裁判所より、当該地について、相続財産管理人であ

る■■さんが■■■■さんへ土地を売却することに対する許可が、平成

２９年４月２７日付で下りており、それに基づき、■■さんが譲渡人と

なって、農地法第３条の許可申請がございました。以上が譲渡人に関す

る補足の説明でございます。 

 次に、譲受人についてです。譲受人の■■■■さんの農家世帯として

の状況は、■■さんと、その妻の■■■さん、長男の■■さんの３人が

農業従事者だそうです。経営主は、譲受人の■■■■さんです。■■さ

んの農業経験年数は５２年、農業従事日数は、年間２４０日、■■さん

の妻の■■■さんの農業経験年数は４５年、農業従事日数は、年間２４

０日、■■さんの長男の■■さんの農業経験年数は１０年、農業従事日

数は、年間２４０日だそうです。■■さんの世帯の現在の農業経営面積

は、田が■■■■■平米、畑が■■■■■平米、合計で■■■■■■■

平米です。機械は、トラクター１台、耕運機１台、田植機１台、コンバ

イン１台、トラック等を所有しています。また、地域集落の取り決めに

従い、支障の出ないよう耕作を行う旨、申請書に記載があります。機械

の面、労働力の面、技術の面のどれから見ても、譲受人として問題ない

と思われます。そのほか、許可をすることができない場合が定められて

いる農地法第３条第２項各号に該当する項目はありません。この案件に

関して、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。班長の５番委員、お願いいた

します。 

【５番委員】  現地は、現状、草が繁茂しております。草丈から見たところ、去年のう

ちに１回は刈り取られ、今年になってまた繁茂したというような状況だ

と思われます。見たところ、農地としてきれいに管理されているとは言

いがたいと見えました。 

 以上です。 
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【議  長】  今、説明がされました。また、意見もお伺いいたしました。質疑のある

方。質疑はございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので。事務局から。 

【主  事】  ただいま現地調査班の意見ということでいただいたことに関しまして、

補足の説明をさせていただきます。 

 農業委員会では、原則、農地法の３条の許可申請、所有権移転の許可

申請でしたり、４条、５条で転用の許可申請をするというときには、現

地は農地として適正に管理されている状態であるということが前提の条

件として、そちらも含めてご審議いただいておりましたが、今回の申請

地に関しまして、現地調査班のご意見のとおり、現地は草が出てしまっ

ているような状態でございます。これに関しましては、先ほど申し上げ

ましたとおり、譲渡人の方が現在いないような土地になってしまってい

るということから、こちらの土地を管理すべき方が誰もいない土地とい

うことでございます。そのため、相続財産の管理人として、この■■■

■■さんという方が裁判所から選任されてはいるのですが、財産の管理

を任されている方であって、土地自体を草刈りなどをして管理すべき方

というものではありませんので、この土地でそもそも草刈り等、手をつ

けられる方がいないということになってしまっております。そのため、

現地は草が出てしまっているというところではあるのですけれども、今

後、■■■■さんがこちらを買いまして、畑として耕作するということ

ですので、その状況も踏まえた上で、ぜひ皆様にご審議をいただければ

と考えております。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から再三の補足説明がございました。ですので、戻しまして、質

疑から入らさせていただきます。 

 質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 
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【議  長】  意見のある方。いられませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、採決をさせていただきたいと

思います。 

 受付番号１４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ので、よって、受付番号１４については、承認と

させていただきます。 

 続きまして、受付番号１５について、事務局から提案説明をお願いい

たします。 

【主  事】  受付番号１５、申請地は、社家字■■■■■■■、台帳地目、田、現況

地目、田、■■■平米、譲受人は、社家■■■■■、■■■■、持分２

分の１、■■■■、持分２分の１、譲渡人は、河原口■■■■■■■

■、■■■■、持分２分の１、■■■■、持分２分の１、権利の種類

は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大です。現地の案内図及び写真

は、資料２にございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。10番委員、お願いいた

します。 

【10番委員】  譲受人の■■■■さんは、以前、農業委員をやられていて、田んぼを■

■■■ぐらいですか、田んぼを主につくっておられます。機械は、軽ト

ラック、トラクター、コンバイン、田植機という形で、田植えから刈り

取りまで自分で行っておられる方でございます。６月１３日に事務局と

現地に下見に行ってきまして、現在は田んぼはきれいに植わっている状

態、写真のとおりでございます。問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  譲受人の■■■■さんの農家世帯としての状況ですが、■■さんと、そ

の妻の■■■さん、長男の■■さん、■■さんの妻の■■さんの４人が

農業従事者だそうです。経営主は、譲受人の■■■■さんです。■■さ
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んの農業経験年数は１０年、農業従事日数は、年間２５０日、■■さん

の妻の■■■さんの農業経験年数は３０年、農業従事日数は、年間６０

日、■■さんの長男の■■さんの農業経営年数は５年、農業従事日数

は、年間３０日、■■さんの妻の■■さんの農業経験年数は５年、農業

従事日数は、年間３０日だそうです。■■さん世帯の現在の農業経営面

積は、田が■■■■■平米、畑が■■■平米、合計で■■■■■平米で

す。機械は、トラクター１台、耕運機１台、田植機１台、コンバイン１

台などを所有しています。また、地域集落の取り決めに従い、支障の出

ないよう耕作を行う旨、申請書に記載がございます。機械の面、労働力

の面、技術の面のどれから見ても、譲受人として問題ないと思われま

す。そのほか、許可をすることができない場合が定められている農地法

第３条第２項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】  続きまして、現地調査班長の意見をお伺いいたします。５番委員。 

【５番委員】  田んぼとしてきれいに耕作されており、問題はないと思われます。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、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については、承認とさせ

ていただきます。 

 次に、議案書７ページ、日程第２、議案第３８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させていただきます。 

 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】  農地法第５条では、農地を転用する目的で権利を設定、移転する場合に

は、原則として県知事の許可を受けなければならない旨、規定されてい
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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５、申請地は、勝瀬字■■■■■■■、登記簿地目、田、■

■■平米です。現況は、市街化調整区域の畑です。転用者は、国分北■

■■■■■■■■7、■■■■■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、

浜田町■■■■■■、■■■■、持分２分の１、■■■■、持分２分の

１、転用の目的は、自己住宅、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、排水計画図、建物の平面

図、立面図をお配りしております。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。５番委員。 

【５番委員】  ここが面している南側の道路に沿って既に開発がされ、住宅が建ち並ん

でいる中で、ここだけ畑として残されていたところです。東西には家が

建っており、北側には田んぼが広がっております。開発に当たって、北

側の耕作者の同意も得られており、また、土砂の流出や排出についても

問題はないと思われます。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  申請人である■■さんが■■さんの土地を取得し、自己住宅へ農地転用

したいという申請です。■■さんは、県道４０７号、杉久保座間線と相

鉄線が交差するあたり、海老名駅から東側へ行った並木橋よりさらに東

側へ行ったところですけれども、そのあたりに、現在、土地及び住宅を

所有しております。しかし、その前面道路である市道３号線が拡幅する

ということとなり、■■さんの住宅も事業用地となることから、買収に

応じるかわりに代替地を探しておりました。市街化区域内の土地も候補

地として考えたそうですが、立地や規模、金銭面等で折り合いがつか

ず、最終的には市街化調整区域であるこちらの土地で地権者さんとの合

意が得られたため、今回、申請に至ったそうです。 

 ■■さんの住宅には、現在、■■■■さんのお母さんがお住まいでし

て、■■さん自身はその住宅ではなく、アパートで奥さんと暮らしてお
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りますが、新しく住宅ができた際にはそちらに引っ越し、お母さんと奥

さんと３人で住むようになるとのことです。また、近いうちにお子さん

が生まれる予定もあるとのことで、今後の家族構成等も考え、住宅の面

積や構造が計画されております。 

 資料３－１をご覧ください。農地の立地基準でございます。立地基準

は、第３種農地でございます。これは、前面道路に水道管、下水道管が

通っており、５００メートル以内には池田歯科医院及び石坂整形外科な

ど、２つ以上の医療施設があることから、判断できます。また、申請地

が市役所から３００メートル以内の区域にあることからも、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。 

 続きまして、土地利用の計画です。資料３－２をご覧ください。図面

は、上側が北を指しております。申請地全体を整地、転圧し、場所によ

り、砂利やアスファルト等で舗装し、建築面積が84.33平米の住宅を建築

する計画です。田んぼと隣接しています北側、図面ですと上側ですけれ

ども、そちらのほうには既存のＲＣ擁壁が入っております。今回、さら

にその上にコンクリートブロックを１段設置し、さらにその上に高さ８

０センチのフェンスを設置する計画です。東側及び西側は、隣地は既存

の住宅がございまして、擁壁及びフェンスで区切られております。南側

は市道４０３号線に面しており、こちらから出入りをする計画となって

おります。 

 続きまして、断面をご覧いただきたいと思います。資料はそのまま、

３－２の図面に断面も記載がされております。左側、Ａ断面図と書いて

あるものです。こちらが申請地を南北に切ったものでして、その下のＢ

断面と書いてあるものが、申請地を東西に切った断面でございます。図

面の左側のＡ断面でございますが、Ａ断面の右側のほう、図面を縦にし

ていただいて、右側のほうなのですけれども、こちらが田んぼと隣接し

ている部分でございます。こちら側、高低差が約１メートル４０センチ

ほどついておりますが、既存のＲＣ擁壁が現在設置されております。し

かし、ＲＣ擁壁の頭は、敷地の計画高より５センチほど低いことになっ
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てしまうため、ＲＣ擁壁の上にコンクリートブロックをさらに１段設置

するという計画になっております。これによって、敷地の計画高よりも

擁壁の頭が１５センチ高くなる計画です。また、その上に高さ８０セン

チのフェンスを設置いたします。また、同じＡ断面の左側ですが、こち

らが道路との境界部分になります。敷地は歩道と同じ高さで計画されて

おりまして、住宅が建つ少し手前のあたりから３０センチ上がるという

計画になっております。高くなる分につきましては、人が歩くスペース

には階段が設置され、それらによって敷地は上がることとなります。 

 続きまして、図面の下側、Ｂ断面のほうをご覧ください。こちらが申

請地を東西に切った断面でございます。東西につきましては、先ほど申

し上げましたとおり、隣に既に住宅が建っていまして、そちらのほうが

数センチ敷地は高いような形になっております。住宅との境はコンクリ

ートブロック等の擁壁及びフェンスで区切られているために、新しく擁

壁等は設置しないとのことです。これらによって、土砂の流出、崩壊等

が防がれる計画となっております。 

 続きまして、資料３－３をご覧ください。資料３－３が、排水計画図

となっております。こちらに雨水及び汚水の排水計画が書いてございま

す。雨水につきましては、図面、少し図が見にくくなってしまって申し

わけないのですけれども、右上のほうでしたりとか、左上の隅のほうに

二重丸のような形で記号がございます。こちらが雨水の浸透枡の表記に

なっておりまして、申請地内５カ所に設置する計画となっております。

これらによって、雨水に関しましては、敷地内浸透処理をする計画で

す。汚水につきましては、インバート枡と呼ばれる枡でパイプをつなぎ

まして、図面でいくと左下のほうに汚水枡が設置されております。この

汚水枡に一旦汚水を集め、さらに前面の市道４０３号線に埋設されてい

る下水本管と接続して処理をする計画となっております。 

 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。 
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【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。副班長の11番委員。 

【11番委員】  現地は、スモモとか、キウイフルーツとか、植栽されていまして、きれ

いに管理されていますので、別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】  質疑、意見もないようでございますので、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。 

 次に、議案書８、９ページ、日程第３、議案第３９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１７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。 

 議案書をご覧ください。受付番号１７、被相続人は、中河内■■■■

■、■■■、相続人は、中河内■■■■■、■■■、引き続き農業を行

っている期間は、平成２６年６月２７日から平成２９年６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１６筆、議案書の

とおりです。２筆が農振農用地区域内の田、７筆が農業振興地域内の

畑、４筆が市街化調整区域内の田、４筆が市街化調整区域内の畑で、

田、■■■■■平米、畑、■■■■■平米、合計、■■■■■平米で

す。事務局で６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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 また、議案書の８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１７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

ジの引き続き特定貸付けを行っている旨の証明に出てまいります６筆で

す。自作している筆と特定貸し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】  事務局から説明が終わりました。質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますから、受付番号１７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１０ページでございます。受付番号１８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１８、被相続人は、国分南■■■■■■■■、■■■■、相続

人は、国分南■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている

期間は、平成２６年６月２７日から平成２９年６月２６日までです。特

例農地等の明細ですが、国分南■■■■■■■■■、現況地目、畑、台

帳地目、畑、市街化区域内、■■■平米、ほか３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６月１

３日に現地調査をしたところ、農地として適正に管理されていました。

特に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。これにつきまして、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 
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【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号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、議案書１１ページでございます。受付番号１９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１９、被相続人は、勝瀬■■■■■、■■■■、相続人は、勝

瀬■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は、平成２６

年７月３０日から平成２９年６月２６日までです。特例農地等の明細で

すが、勝瀬■■■■、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６月１３日に現地

調査をしたところ、農地として適正に管理されていました。特に問題は

ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号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】  挙手全員でございます。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、議案書１２ページでございます。受付番号２０につい

て、事務局から提案説明をお願いいたします。 



14

【主  査】  受付番号２０、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６月２７日から平成２９年６月２６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、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６月１３日に現

地調査をしたところ、農地として適正に管理されていました。特に問題

はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号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】  挙手全員でございます。よって、受付番号２０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４、議案第４０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３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。 

 議案書をご覧ください。受付番号３、被相続人は、中河内■■■■

■、■■■、相続人は、中河内■■■■■、■■■、引き続き特定貸し
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付けを行っている期間は、平成２６年６月２７日から平成２９年６月２

６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５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６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。 

 また、補足で説明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３１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】  事務局から説明が終わりました。この件につきまして、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

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

 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。 

 次に、議案書１４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）生産緑地の斡旋についてを案件といたします。 

 生産緑地番号２３０、２６９については、関連がありますので、一括

で事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】  生産緑地の買い取り申し出に対し、市長は、買い取らない場合、当該生

産緑地において、農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得で

きるようにあっせんすることに努めなければならないとされています。

農業委員会へこのあっせんの協力依頼が来ております。 

 生産緑地番号２３０、所在は、杉久保北■■■■■■■■、現況地
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目、畑、台帳地目、畑、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。 

 案内図及び現地の写真は、資料４－１をご覧ください。 

 続きまして、生産緑地番号２６９、所在は、杉久保北■■■■■■■

■■、現況地目、畑、台帳地目、畑、■■■■■平米のうち市が道路用

地として買い取る約１００平米を除く部分です。 

 案内図及び現地の写真は、資料４－２をご覧ください。 

 これらの農地につきましては、平成２９年第４回定例総会におきまし

て、土地所有者の故障という事由により、生産緑地の主たる従事者につ

いての証明願が提出され、証明の決定がされました。５月８日付で市に

対して土地所有者より、この生産緑地の買い取りの申し出がされ、市で

は一部を道路用地として買い取ることは決定されましたが、残りの部分

について、市から農業委員会に対してあっせんの協力依頼が来ておりま

す。あっせんにつきましては、まず、ご自身でお考えいただき、また、

周囲、地区の方に情報提供していただきまして、希望される方がいらっ

しゃいましたら、議案書にございますとおり、７月２０日の木曜日まで

に事務局へご連絡くださるようにお願いいたします。その結果を、７月

２１日、金曜日に、海老名市の都市計画課へ事務局から報告させていた

だきます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。質疑、それから、承認等は一括してし

たいと思いますので、質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、生産緑地番号２３０、２６９について、了承とさせていただ

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、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書１５ページから１７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２０、２１の２件と、農地法第５条の受付番

号７３から７５までの３件について、一括して事務局から説明をお願い
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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１５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５月１日から５

月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号２０から２１まで

の２件で、畑、915.91平米です。 

 続きまして、議案書１６ページから１７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５月１日から５月３１日までの間に届出がされた

ものです。受付番号７３から７５までの３件で、田、６４４平米、畑８

２６平米、合計、1,470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】  事務局から説明が終わりました。受付番号２０、２１、それと、受付番

号７３から７５までの３件について、一括して質疑を受けますが、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、同じく受付番号２０、２１の２件と、農地法第５条の受付番

号７３から７５までの３件について、一括して了承を求めたいと思いま

すが、了承することに異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認め、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書１８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７について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  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
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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１８ページをご覧ください。受付番号７は、中新田の■■■■

さんの死亡による相続です。受付番号７、権利を取得した者は、中新田

■■■■■■■■■、■■■■、権利を取得した日は、平成２８年７月

１７日、権利を取得した事由は、相続、取得した権利は、所有権、農業

委員会によるあっせん等の希望は、なしです。届出に係わる土地の所在

ですが、大谷字■■■■■■■■、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。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。受付番号７について、質疑のある方。

いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号７について、了承とすることにご異議ございません

か。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、受付番号７については、了承と

させていただきます。 

 以上で本日の定例会の案件は終了いたしましたので、傍聴者の方には

退室をお願い申し上げます。ありがとうございました。 

 次に、７．その他についてでございますが、委員の皆様から何かござ

いますか。ありませんか。 

        （「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】  例年、かなり時間がかかった会議だったんですが、きょうはスピーディ

ーに早く、２時半前に終わるということで、いつもこういう会議ならい

いのですけれども。本日は、どうもご苦労さまでした。 
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（終了 午後２時２０分） 


