
平成２９年第７回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２９年７月２６日

                           １３時３０分～１６時３５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７回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２９年７月２６日「平成２９年第７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、 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41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42号 買受適格証明について 

 日程第３ 議案第43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44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45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46号 平成３０年度市農業施策及び予算に関する意見（案）について 

審議事項は次のとおりである。 

⑴  農業用施設用地に係る転用届出について 

⑵  非農地証明書の証明願いによる専決処分について 

⑶  農地転用届出による専決処分について 

⑷  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。また、農地利用最適化推

進委員の６名も全員出席をして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、農業委員会規則第１３条第２項により議事録署名委員を指名させ

ていただきますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしですので、12番委員と13番委員を指名いたします。 

 それでは、４．報告事項の３ページから５ページまでの（１）活動状

況、（２）農地の異動状況、（３）県許可の状況について、事務局から説明

をお願い申し上げます。 

【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

質問等がありましたらお願い申し上げます。ありませんか。 

        （「なし」の声あり） 

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

 本日、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。 

 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４１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１６について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  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



 3

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。 

 議案書６ページをご覧ください。受付番号１６、申請地は、上郷字■■

■■■■■、台帳地目、田、現況地目、田、■■■平米、譲受人は、上郷

■■■■■■■■■、■■■、譲渡人は、上郷■■■■■■■■■、■■

■■、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。２番委員。 

【２番委員】  この■■■さんの件につきましては、資料１の図面にありますが、■

■■■■が取得する農地ですが、その隣接する農地に関しまして、今現

在、市の道路を計画しており、ちょうどその部分が当たるということで、

申請事由には経営規模拡大とありますが、現状的には、かかる土地の代替

として今回の農地の取得ということで、■さんも誠実に農業をされており

ますので、特に問題ないと思われます。 

 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、■さんの母の■■■さんの３人が農業従事者だそうで

す。経営主は、■■■■■さんです。農業への従事状況に関してですが、

■さんの農業経験年数は２０年、農業従事日数は、年間１５０日、■さん

の妻の■■■さんの農業経験年数は８年、農業従事日数は、年間１５０

日、■さんの母の■■■さんの農業経験年数は４５年、農業従事日数は、

年間１５０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、■■■■■平米で、下限面積であ

る３０アールを超えております。機械は、トラクター１台、耕運機１台、
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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、申請書に記載がありま

す。機械の面、労働力の面、技術の面のどれから見ても、譲受人として問

題ないと思われます。そのほか、許可をすることができない場合が定めら

れている農地法第３条第２項各号に該当する項目はありません。この案件

に関して、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。３番委員。 

【３番委員】  昨日、現地調査をいたしました。田んぼ自体は適正に管理されており

ます。問題はないものと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  この案件につきまして、質疑のある方。４番委員。 

【４番委員】  ちょっと確認したいんですけれども、現況、水稲が植わっています

が、これは■■さんが作付されているものですかね。 

【主  事】  こちらの土地につきましては、農業委員会を通した貸し借りというも

のが行われていない土地ですので、恐らく■■さんがやられているのでは

ないかと思います。正式にどなたかというところまでは、農業委員会では

把握していないところです。 

【４番委員】  後で問題になるかなと思ったので、確認のためなんですけれども。 

【議  長】  地区委員の２番委員、ご存じですか。 

【２番委員】  ここは、■■さんがご自身で耕作されております。以上です。 

【議  長】  ４番委員、いいですか。 

【４番委員】  わかりました。 

【議  長】  ほかにございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がないようでしたら、意見のある方。意見、ございませんか。 

        （「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１６について、採決をさ

せていただきたいと思いますが、承認することに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１６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４２号 買受適格証明につい

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】  買受適格証明に関しまして、案件自体が余りなく、初めての方がほと

んどだと思いますので、まず、仕組みのご説明を先にさせていただきま

す。 

 資料２－２をご覧ください。「買受適格証明について」と頭に書いてあ

る資料でございます。 

 買受適格証明とは、国税局による差し押さえですとか、債権者が裁判所

に申し立てることなどによって、公売や競売にかかっている農地につきま

して、その入札に参加するために必要となる証明書です。これは、農地を

取得しようとする者が入札に参加し、もし落札した場合、自動的にその者

が所有権を取得するというわけではなく、農地法の仕組み上はあくまで許

可を受けた者でなければ所有権は取得できないため、入札に参加する段階

で、その者が落札後に許可申請をした場合、許可を受けることができる者

であるという部分をあらかじめ証明するための仕組みでございます。その

農地を農地として耕作する目的で取得しようとするのか、農地を転用する

目的で取得しようとするのかによって、この証明書を発行する主体が、農

業委員会か県かで分かれております。今回、議案として上程させていただ

きました２件の案件につきましては、いずれも農地として取得をしたいと

いう申請でございますので、市農業委員会で証明書を発行するということ

となります。 

 続きまして、２段目の「手続きについて」というところをご覧くださ

い。その黒丸の２つ目なのですが、こちらに記載しておりますとおり、買

受適格証明を発行するかどうかの要件の審査や流れに関しましては、農地

法の許可申請の手続に準じて行うこととなります。今回の場合ですと、申

請人である■■さん、■■■■■■■■さんにつきましては、農地法第３
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条の要件にかなっているかというのを皆様にご審議いただくことになりま

す。要件にかなっているという場合には、証明書を発行するということを

決定していただくことになりますが、これをもって入札に参加し、落札し

た場合には、再度農地法の許可申請をすることとなります。しかし、許可

に関する要件につきましては、今回の買受適格証明を発行するための審議

の場で行っていることになりますので、改めて総会を開き、審議をすると

いうわけではなく、先に、落札後に許可申請があった際には許可とするこ

とに差し支えがないという旨の議決につきましても、この場であわせて行

っていただくという仕組みになっております。農地法第３条の許可要件を

確認していただき、買受適格証明の発行と農地法第３条の許可、この２つ

の議決について、本案件で同時に行っていただくということになりますの

で、それを踏まえまして皆様にはご審議をお願いしたいと思っておりま

す。 

 それでは、提案説明に入らせていただきます。 

 議案書７ページをご覧ください。受付番号１、申請地は、上今泉字■■

■■■■■、台帳地目、田、現況地目、田、■■■平米、願出人は、上郷

■■■■■■■、■■■■、所有者は、座間市入谷■■■■■■■■■

■、■■■■■■■■■■、■■■■、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２－１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。２番委員。 

【２番委員】  この■■■■さんにつきましては、以前から農業には大変熱心な方

で、３年前ですか、職業をリタイアしまして、農業経営に本腰を入れてお

られます。特に機械面とか、労働力、その他については問題なく、適正だ

と思われます。 

【議  長】  事務局、補足説明。 

【主  事】  願出人の■■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、娘の■■■さん、■■■さんの夫の■■さんの４人が

農業従事者だそうです。経営主は、願出人の■■■■さんです。農業への
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従事状況に関してですが、■■さんの農業経験年数は５３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４４年、

農業従事日数は、年間１２０日、■■さんの娘の■■■さんの農業経験年

数は８年、農業従事日数は、年間６０日、■■■さんの夫の■■さんの農

業経験年数は２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、田が■■■■■■■平米、畑が■■■■■

平米、合計、■■■■■■■平米です。機械は、トラクター２台、田植機

１台、トラック１台などを所有しています。また、地域集落の取り決めに

従い、支障の出ないよう耕作を行う旨、申請書に記載があります。機械の

面、労働力の面、技術の面のどれから見ても、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。農地法第３条の許可要件を満たし

ていると考えられるため、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。班長の３番委員。 

【３番委員】  ■■さんが買受適格者であるというふうに思われますので、問題はな

いと思われます。 

【議  長】  これにつきまして、質疑のある方。いられませんか。 

        （「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、まず、買受適格証明についての採

決をさせていただきたいと思いますが、承認とすることに賛成の方の挙手

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、落札した際の３条許可について採決したいと思いますが、承認と

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、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、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、申請地は、１と同じく、上今泉字■■■■■■■、台帳

地目、田、現況地目、田、■■■平米、願出人は、下今泉■■■■■■

■、■■■■■■■■、代表取締役■■■■、所有者は、座間市入谷■■

■■■■■■■■、■■■■■■■■■■、■■■■、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、先ほ

どと同じく資料２－１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】  願出人の■■■■は、市内で唯一の造り酒屋です。社長は、お酒の原

料であるお米の生産からお酒にするまで一貫して自社で行うという考えを

お持ちです。社員にも醸造関係の学部を卒業した方が数名おられますし、

また、社員も４０名程度いるということです。トラクターや田植機など、

大型の農機具も複数台所有されており、これまで多くの水田の耕作をされ

ているということから、買受人として問題はないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いたします。 

【主  事】  受付番号２につきましては、願出人が■■■■■■■■という法人で

ございます。農地法の許可を受けて所有権を移転することができる法人

は、農地所有適格法人と呼ばれておりますが、その農地所有適格法人の要

件につきまして、農業の従事状況等の前に補足として説明させていただき

ます。 

 資料２－３をご覧ください。法人による農地の取得に関する農地法第３

条の許可申請があった場合、その法人が農地所有適格法人であるか否かに

ついて、農地法第２条第３項各号の要件を満たしているかを確認いたしま

す。その抜粋したものが、この資料２－３になります。 

 上の「農地所有適格法人の要件について」という項目をご覧ください。



 9

（１）、１つ目が法人形態要件というものです。これは、その法人が農事

組合法人、株式会社、持分会社のいずれかであることという要件でござい

まして、■■■■は、このうち株式会社に該当するため、この要件を満た

していると考えられます。 

 ２つ目が事業要件です。これは、その法人の主たる事業が農業であるこ

とという要件です。主たる事業とは、その事業が売上高の過半であること

を指しています。また、農業の中には、その関連事業も含まれておりまし

て、農畜産物を原材料として使用する製造または加工その他農林水産省令

で定めるものなども含まれています。■■■■■■■■は、自社で生産し

た酒米を使用し、日本酒を製造する酒造会社であり、それを含む農業や関

連事業の売上高が総売上の過半を超えているということを確認しているた

め、この要件も満たしていると考えられます。 

 ３つ目が構成員要件です。これは、農地の権利提供者、農業の常時従事

者、農作業の委託を行っている者等の議決権が、総議決権の過半を占めて

いることという要件です。■■■■は、構成員が７名いるそうですが、そ

の７名のうち３名が農業の常時従事者として年間１５０日以上農業へ従事

しており、その議決権の割合は総議決権の63.6％ですので、この要件も満

たしていると考えられます。 

 ４つ目が役員要件です。これは、法人の役員、理事等の過半が法人の農

業の常時従事者であること、また、法人の役員、または重要な使用人のう

ち、１人以上の者が法人の農作業に従事する役員であることという要件で

す。■■■■は、役員４名のうち３名が農業の常時従事者であるため、こ

の要件も満たしていると考えられます。 

 以上、４つの要件を全て満たすため、■■■■■■■■は、農地所有適

格法人であると考えられ、農地法第３条の許可要件のうち、農地所有適格

法人要件を満たすと考えられます。 

 農地所有適格法人は、その法人になるために特別な申請等をして登録す

るというような制度ではなく、実際に農地の権利を取得しようとする際に

要件の確認を行い、そこで要件を満たしていることが確認できれば、初め

てその法人が農地所有適格法人であることを農業委員会が把握するという
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ことになります。農地所有適格法人として把握し、実際に農地の権利を取

得した法人に関しましては、その後、その要件を満たさなくなってしまっ

ていないかを確認するため、毎事業年度終了後３カ月以内に報告書の提出

が農地法によって義務づけられることとなります。 

 以上が、農地所有適格法人についてのご説明でございます。 

 続きまして、そのほかの農地法第３条の許可要件をご確認いただきたい

と思います。 

 ■■■■■■■■の農業への従事に関する状況です。■■■■■■■■

は、その構成員のうち、■■■■さんと、その妻の■■さん、■■さんの

父の■■さん、■■さんの母の■■さんの４人が農業従事者だそうです。

経営主は、■■■■さんです。農業への従事状況に関してですが、■■さ

んの農業経験年数は２２年、農業従事日数は、年間１８０日、■■さんの

妻の■■さんの農業経験年数は１０年、農業従事日数は、年間１５０日、

■■さんの父の■■さんの農業経験年数は５１年、農業従事日数は、年間

１５０日、■■さんの母の■■さんの農業経験年数は５１年、農業従事日

数は、年間６０日だそうです。そのほか、農業に従事する者として７人雇

用しているということが申請書に記載されておりまして、雇用労働力は年

間延べ1,050日という記載がございます。■■■■■■■■の農業経営面

積は、田、■■■■■■■平米です。機械は、トラクター３台、田植機２

台、コンバイン１台、トラック３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、問題ないと

思われます。そのほか、許可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。農地法第３条の許可

要件を満たしていると考えられるため、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は、受付番号１と同様のために省略をさせていた

だきます。 

 それでは、質疑のある方。ございませんか。 
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        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見もないようでございますから、まず、買受適格証明について、承

認とされる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２についての買受適格証明

については、承認とさせていただきます。 

 次に、落札した際の３条許可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】  全員賛成でございます。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８ページ、日程第３、議案第４３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  事】  農地法第５条では、農地を転用する目的で権利を設定、移転する場合

には、原則として県知事の許可を受けなければならない旨、規定されてい

ます。これは、優良な農地を確保して、農業生産力を維持し、農業経営の

安定を図ることを趣旨としたものです。 

 受付番号６、申請地は、中新田字■■■■■■■■、登記簿地目、田、

■■■平米のうち■■■■■■平米です。現況は、市街化調整区域の田で

す。転用者は、杉久保北■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、杉久保

北■■■■■■■■、■■■■、転用の目的は、自己住宅（農家住宅）、

権利の種類は、使用貸借権の設定です。現地の案内図は、資料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、造成計画の平面図、断面図、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。６番委員。 
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【６番委員】  ■■さんが自己住宅を建設する計画の農地ですが、例年、稲作を行っ

ていた田であります。全体面積■■■平米のうち■■■■■■平米が権利

の設定面積になります。現地の周辺環境ですが、北側は市道４０２号線、

西側は住宅と私道、南側と東側、これは■■さん所有の田であります。ま

た、建設計画地は擁壁等で囲われ、周辺の田への土の流出を防止している

ことから、特に問題はないと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  申請人である■■さんが自己住宅を移転するために農地転用したいと

いう申請です。■■さんは、これまで中新田■■■の県道と市道が交差す

るインターチェンジの付近にお住まいでしたが、海老名インターチェンジ

の完成や、さがみ縦貫道の開通などにより、日常的に大型のトラックが多

数往来するなど、生活環境が変わり、高齢である自身の体調や、結婚を考

えている息子さんのことを考え、住宅を移転させることとしたそうです。 

 ■■さんの世帯で所有している土地で移転先を考えたそうですが、市街

化区域内に関しては、店舗や駐車場等で事業として使われてしまってお

り、今回、市街化調整区域での申請に至ったそうです。もともとお住まい

だった中新田■■■の住宅は既に取り壊しがされており、現在は杉久保の

ご親戚の家に一時的に住まわせてもらっているとのことで、中新田■■■

の土地は新しく店舗として貸すという予定になっております。 

 農地の転用の許可に関する県が出している審査基準のお話ですが、自己

住宅として転用する場合、現に住宅を有していないか、建築後、転売のお

それがないことという基準がございます。この基準を満たしているか否か

の判断としまして、これまでは住宅がある場合、アパートやマンション等

に引っ越しを済ませ、その住宅の所有権を別の方へ移転し、登記を完了さ

せるか、別の用途としてその土地を使用する場合には、完全に住宅を取り

壊し、その用途として使用されている状況を確認することをもって基準を

満たすという判断を行っておりました。しかし、本件につきましては、住

宅の取り壊しについては完了しておりますが、まだ店舗は建っていないと

いう状況でございます。これにつきまして、許可権者である神奈川県と事
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業主とでやりとりがあったそうですが、結果としまして、店舗として貸す

契約を済ませており、その契約書を転用の申請書類に添付することによ

り、現に住宅がないという基準に適うと判断するという旨が県より示され

ております。以上から、自己住宅を建てる場合の個別基準と呼ばれる基準

には適っていると判断しております。 

 資料３－１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、前面の道路に水道管、下水管が通っており、５００メートル以内には

海老名総合病院や海老名メディカルプラザなど２つ以上の医療施設がある

ことから判断できます。第３種農地は、農地転用が原則許可となる立地区

分です。 

 資料３－２の土地利用計画図をご覧ください。図は、上が北となってお

ります。申請地全体を盛り土、転圧し、周囲をＲＣ擁壁やコンクリートブ

ロックで囲い、建築面積98.12平米の住宅を建築する計画です。住宅は、

申請地南側に建築し、北側は車２台分の駐車スペース、農機具置き場、庭

などのスペースとして確保しております。東側、南側は、いずれも申請者

自身が所有する田と隣接しており、境界はＲＣ擁壁を設置します。北側は

出入り口とするため、水路は一部暗渠化し、上を通れるような構造にして

おります。暗渠化しない部分につきましては、高低差が生じているため、

ＲＣ擁壁を設置する計画です。西側は私道と隣接しておりまして、既存の

擁壁はございますが、申請地側にも区切りの意味でコンクリートブロック

を１段設置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３－３をご覧く

ださい。断面図は３－４についているのですが、この平面図に、断面図と

対応した線が入っております。東西にＡ断面、南北にＢ断面という形で線

が入っておりまして、それに対応した図面となっております。 

 １枚めくっていただきまして、資料３－４をご覧ください。断面図、上

のＡ断面というのが申請地を東西に、下のＢ断面が申請地を南北に切った

図面になります。Ａ断面をご覧いただきまして、左側、申請地西側です

が、私道との境、右側が東側で田との境となっております。田んぼとの高

低差に関しましては、図面を見ていただくと６７センチほどついていると



14

いう計画になっておりますが、１メートルのＲＣ擁壁を設置するという計

画です。 

 次に、図面の下側、Ｂ断面です。こちらは申請地を南北に切った断面で

ございまして、左側が北側になっています。左側、北側は水路と隣接して

おりまして、水路との高低差は７０センチほどついておりますが、こちら

も１メートルのＲＣ擁壁を設置する計画となっております。また、右側

は、東側と同じく、南側ですが、同じく田んぼと隣接しておりまして、こ

ちらも６７センチほど高低差がついております。こちらに関しても１メー

トルのＲＣ擁壁を設置する計画です。また、擁壁の頭は１０センチほどい

ずれも出る計画となっております。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。 

 続きまして、資料３－２に戻っていただきまして、資料３－２をご覧く

ださい。雨水及び汚水の排水計画についてです。雨水につきましては、申

請地の真ん中あたりに記載されておりますが、申請地に雨水の浸透ますや

浸透管を設置し、敷地内で浸透処理をします。汚水につきましては、北側

の市道、公共の汚水ますにつないで、北側の市道４０２号線に埋設されて

いる公共下水道管と接続して処理をする計画です。また、建物に関しまし

ては、資料３－５、３－６に建物の平面図、資料３－７に建物の立面図を

お配りしておりますので、こちらは参考にご覧ください。 

 以上、転用が不確実とされる要因は確認できず、隣接する農地、周囲の

土地への被害防除策も図られていることから、転用やむなしと思われま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。班長の３番委員、お願いた

します。 

【３番委員】  ■■さんのところは、今まで住んでいた住宅を壊してしまって、現在

住むところがないという状態でございます。この申請許可はやむなしとい

うことで、問題はないと思われます。 

 以上です。 

【議  長】  これにつきまして、質疑のある方。ございませんか。４番委員。 
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【４番委員】  この出入り口のところに水路がございますけれども、水路のところ、

水路床板化工とか、別途と何か書いてあるんですけれども、構造的にどう

いうふうなものになっているんでしょうか。 

【主  事】  こちらは市の農政課の水路担当と協議をしておりまして、図面は資料

としてお配りしていなかったんですが、水路の構造図の提出がございま

す。床板化というふうに書いているのですけれども、水路の下は暗渠にす

る計画となっていまして、その上は申請地を埋めるのと一緒に土を埋める

という計画になっております。 

【４番委員】  万が一、詰まった場合のときに、ここのところでできる構造にはなっ

ているのかな。水路が詰まった場合ですね。 

【事務局長】  水路床板化工事ということで、今、開渠になっているんですけれど

も、それを暗渠にはするんですが、北側の入り口のところですね。そのこ

とにつきましては、先ほどもありましたとおり、市の農政の工事の技術の

担当と調整しておりますので、詳細は承知していないのですけれども、そ

の辺のことも含めて調整していると思っております。 

【４番委員】  この水路はずっと回りまして、海老名のプラザですか、あそこの脇を

ずっと通っていますので、万が一詰まったときに困るかなと思ったので、

確認をいたしました。 

【議  長】  それは要望事項、つけ加えますか。 

【４番委員】  農政課との調整が済んでいるということですけれども。 

【議  長】  それでお任せでいいですか。 

【４番委員】  普通だと図面がついてくるのが、いつもはついていたんですけれど

も、なかったので。問題なければよろしいかと思います。 

【議  長】  事務局、どうでしょうか。 

【主  事】  図面に関しまして、出てくるタイミングがちょっとおくれてしまっ

て、一緒に資料としてつけられなくて、今回、お配りできていなかったん

ですけれども、そういった構造は、管理の問題も含めて、市の農政課と協

議していると聞いておりますので、万が一詰まってしまったというときに

は、もちろん事業主の責任でやっていただくということは改めて事業主に

はお伝えするようにいたします。 
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【４番委員】  わかりました。 

【議  長】  ほかに質疑はございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、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。 

 続きまして、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、申請地は、中河内字■■■■■■■、登記簿地目、田、

■■■平米、同■■■■■■、登記簿地目、田、■■平米、合計、■■■

平米です。現況は、市街化調整区域の畑です。転用者は、藤沢市葛原■■

■■■■■■、■■■■■■■■■、代表取締役■■■■、譲渡人は、杉

久保南■■■■■■■■、■■■■、転用の目的は、資材置場、権利の種

類は、所有権の移転です。現地の案内図は、資料４－１をご覧ください。

資料は、案内図のほかに、現地の写真、土地利用計画の平面図、断面図を

お配りしております。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。９番委員。 

【９番委員】  ７月１４日にこの説明を仲介人から受けました。隣接している地権者

とも話しました。特に了解を得ましたということで、隣接地の許可もとら

れたということでございました。ただ、前が永池川の土手と、資材置場で

非常に残土を運んだりする、これは２トン車で運びますという話なのです

けれども、永池川の土手は地盤が余りよくないんですね。今、砂利道にな

っていて、舗装はされておりません。そんなことで、それは大丈夫なんで

すかという話はしたけれども、１日、朝と夕方ぐらいきり通りませんとい

う話だったんですね。ですから、それは工事の内容によっては違うだろう
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と思いますけれども、そういう説明を受けて、一応了解はさせていただい

たということでございます。ですから、両地権者との了解もとられている

ということでございますので、特に問題はないかなというふうに思いま

す。 

 ただ、そういうことが出入りが頻繁にあると、永池川の土手に対してど

うかなという部分は疑念は残ります。それと残土が周りに流出するのか

と。図面を見ていただくとわかるんですけれども、４－２の図面を見ても

らうと、図面の上のほうはのり面が非常に多いんですね。有効面積が非常

に少ないんです。これが本当にこれで使うのかどうかというのは非常に心

配なので、残土を置かれたときにこれが流出するのではないかという心配

はあります。ですから、向こうは鉄板みたいな鋼板で周りを囲みますとい

う話はしていましたけれども、ただ、どのぐらいの高さでやるかというの

は、私も聞いておりませんし、鋼板で擁壁をつくるというふうな話はあり

ましたけれども、その辺が心配な部分はありますが、両脇の地権者の方は

了解したということでございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  土木建築業を営む■■■■■■■■■が資材置場を確保するため、農

地転用をしたいという申請です。■■■■■は、藤沢に本社を持つ会社で

すが、厚木、平塚、藤沢、綾瀬、座間等で事業を行っており、もともとの

資材置場は海老名市本郷にあったとのことです。使用していた置場が別の

土地利用を図りたいという地権者の意向により、返さなければならなくな

り、新しい置場を探していたところ、今回の申請地の地主さんである■■

さんと合意することができ、申請に至ったそうです。現在は本郷の置場は

撤収し、藤沢市長後にある知人の土地を一時的に借りているとのことで、

７月１４日及び７月１９日に事務局でも現地を調査し、■■■■■の資材

が置いてあるという状況を確認しております。 

 続きまして、資料４－１をご覧ください。農地の立地基準は、第２種農

地です。これは、農用地区域外で甲種農地、第１種農地、第３種農地のい

ずれにも該当しないことから判断できます。第２種農地は、申請にかかる
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農地にかえて周辺のほかの土地を供することにより、当該申請にかかる事

業の目的を達成することができると認められる場合、つまり、代替地があ

る場合ですと許可とならない土地ですが、逆に代替地がないと認められる

場合のみ許可となるという立地区分です。■■■■■は、自身では海老名

市内に土地は所有しておらず、海老名市内に土地を所有している知り合い

がいられるということで、お願いをして回ったそうですが、どれも不調と

なってしまい、知り合いの一人である■■さんとやっと合意を得ることが

できたと聞いております。この状況から、代替地はないと判断できると考

えます。 

 資料４－２の土地利用計画図をご覧ください。図は、上が北を指してお

ります。申請地を整地、転圧して、砂利で舗装し、周囲をコンクリートブ

ロックで囲い、資材置場とする計画です。資材は、砕石、残土、建材、仮

設物、トラックやバックホー等を置く予定となっております。敷地内はの

り面を残し、のり面の下にコンクリートブロックを設置しますが、砂利等

の流出を防ぐため、のり面の上にもコンクリートブロックを設置するよう

事務局から指導いたしまして、それに対応した計画になっております。 

 続きまして、断面をご覧いただきたいと思います。資料４－３をご覧く

ださい。上のＡ～Ａ´が申請地を東西に、下のＢ～Ｂ´が申請地を南北に

切った図面になります。上のＡ断面をご覧いただきまして、左側は西側を

指しております。西側は出入り口となっておりまして、こちらはスロープ

を設置する計画です。また、右側、東側ですが、水路敷と隣接しておりま

して、高低差は５０センチ程度ですので、コンクリートブロック３段で土

どめを設置する計画です。 

 次に、下側のＢ断面図です。左側は南を指しておりまして、南側は畑と

隣接しております。こちら、高低差はありませんが、コンクリートブロッ

クを１段設置して、区切りをする計画です。右側、方角で言うと北側です

が、こちらは水路を挟んで田と隣接しております。こちらはのり面になっ

ておりまして、こののり面自体はそのままにして、のり面の下、土地の境

にコンクリートブロックを１段設置するほか、のり面から上がっていった

上にもコンクリートブロックを１段設置するという計画となっておりま
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す。いずれも擁壁の頭は１０センチほど出る計画であると聞いておりま

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。 

 続きまして、資料を戻っていただきまして、４－２をご覧ください。雨

水の排水計画についてです。雨水につきましては、申請地が砂利舗装とな

ることによるほか、敷地の中心へ向かって水勾配を設けまして、真ん中あ

たりに記載されております雨水浸透ますにより、敷地内で浸透処理をする

計画です。 

 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３番委員。 

【３番委員】  この土地は道路からかなり上がっているんですよね。そのときにも話

として出たんですけれども、少し削ってみたらどうかというふうな話も出

ていまして、そのほかにやっぱり鋼板で、砂利置場だとか、資材置場だと

か、そういうところを囲ったらどうだというふうな話も出ていまして、そ

の辺を相手のほうに申請してやってもらったらどうかなというふうな結論

でございました。その辺もこれから申し入れてあれするでしょうけれど

も、一応結論としては、そういうふうな結論でございます。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。 

【13番委員】  質疑というよりも、今、現場を確認されているとか、地区の９番委員

さんの話を聞くと、問題ないと思います。お使いになられる藤沢市葛原の

■■■■■さんということなのですけれども、大変申しわけないですが、

把握されていればで結構なのですけれども、資材置場ということは、海老

名の地区の仕事をされているのか。逆に事務局の説明ですと、朝と晩ぐら

いしか、そこに搬入とか、資材置場で来ないよということなんですけれど

も、これは別にいいとか悪いということではないのですが、大体資材置場

というのは、市内なら市内のほうが、建設される方とか、そういう面で、

便利じゃないかなと思うんです。その辺のところは海老名の仕事が結構ほ
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とんどあられるんだか、そこら辺のところを把握されていればで結構です

けれども、報告していただければと思います。なければ、特にございませ

ん。 

【主  事】  今回、■■■■■さんが海老名市で資材置場を設けたいという理由の

部分に関しましては、もともと海老名市の本郷で置場を構えていたという

ことから、そんな遠い距離に置場を移動したいわけではなくて、海老名市

内で探していたという話を聞いております。実際に事業を行っているの

は、取引先というふうに書かれているんですけれども、厚木、平塚、藤

沢、綾瀬、座間、大和、横浜というふうに書かれていまして、ここに海老

名という記載はございません。もともと海老名に置場を構えていたから、

海老名がいいんだという、そういうお話を聞いております。 

 以上でございます。 

【13番委員】  特にそれについては、今、事務局から、大変残念なことに、ほかで仕

事をされて、海老名で資材置場というのは、納得がいかないような申請だ

なと思います。私は意見としてではなくて、参考に聞かさせていただきま

した。以上です。 

【９番委員】  私は話を聞いたときには、要望はしましたけれども、改めてこの入り

口から流れる雨水をとめる方法として、入り口の上に、Ｕ字溝にグレーチ

ングを張ってもらうなり、そういう方法をとれないかという要望は出して

いただけたらありがたいんですけれども、どうでしょうか。 

【議  長】  要望ですか。 

【９番委員】  ええ。入り口の前面は用水が通っているんです。その北側ののり分が

あるところは排水溝なんです。排水溝と用水とに囲まれているところです

から、できたら、雨が降ったとき流出する土砂は、なるべく用水の中に流

れ込まない方法をとっていただきたいというのが、これは本人にも、この

間来たときにも話はしてありますけれども、改めてお願いしたい。 

【議  長】  ９番委員、この案件は隣接の地権者の了解はもらってあるの。 

【９番委員】  もらってあるから、それを私は確認したんですよ。ちゃんと要望は言

いましたか、要望は出してあるんですかって。そうしましたら、出してい

ないと言うんですよ。判こを押しちゃった。こうなった場合には、あな
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た、どうするのと言ったら、判こ押しちゃっているからしようがないんだ

よなという話だった。じゃ、今日、農業委員会があるから、とりあえずそ

の辺の話はよくしておくよ、していいんでしょうという話で今日来ている

んですから。だから、例えば印鑑を押しちゃったからもうだめだよという

話なのか、あるいは農業委員会で許可を出す前にこういうことをしてくだ

さいよという話が相手に伝わるのかどうかという。 

【議  長】  隣接の人の判こをもらうのは、隣接の農地に影響があるから。例えば

土砂が流れ込んじゃう。今回の件は、隣接だけでなく、その下の水路にも

影響が出ることなんですか。 

【９番委員】  用水があるから。 

【議  長】  隣接だけでは済まないよというふうに農業委員会で意見を言うことは

できますよね。隣接の人が本当はそうしたかもしれない。それは自分のと

ころの田に影響がないと思ってやったと。ただ、通常は隣接の判こをもら

ったことで、それを隣接に影響がないんだという判断材料のひとつにし

て、農業委員会では許可相当としてきたわけですよね。 

【９番委員】  だから、我々としても判こを押してあるから、じゃ、そういうものを

話をして、了解をもらっているんだというふうに思って、再度連絡したわ

け。そうしたら、それは言っていない、ただ判こを押しただけだ、押しち

ゃったんだ、だから、もしそういう土砂が流れたときに、流れないような

方法をとってくれという形を、今日、定例総会で話してみるよと、そうい

うことができるのかどうかもね。印鑑押しちゃったんだけど。私も不動産

の仲介人が申請書を見せに来たので、■■■■■とは話はしていないんで

す。だから、伝わらないんじゃないかという話。私が幾ら言っても、■■

■■■さんには伝わっていないんじゃないかという。不動産屋さんが来

て、図面を見て説明していったけれども、用水が流れていますよ、排水が

ありますよ、土砂が流れないようにしてくださいよと言ったら、本当にそ

れが履行されるかどうかというのがわからないわけですよ。 

【議  長】  この図面では履行されないと思うわけですね。 

【９番委員】  １０センチぐらいきりないんだから。 

【10番委員】  昨日、現地を見てきました。これ、図面と斜線ではちょっと見にくい
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んですけど、一般的な資材置場だとか、駐車場の場合は、前面に道路に出

る前にグレーチングを設けるとか、なかなか指導していなかったと思うん

ですけど、この場合、スロープが、盛った土が高いんですね。砂利では見

えないんですよ。それが。平らにとっているから。だから、道路から七、

八十センチぐらい盛ってあるところ、切り土してスロープをつくるような

図面なんですよ。９番委員もおっしゃっていましたけれども、前が用水に

使っていて、現状はブロックを積んで、グランドラインから１０センチぐ

らいで終わる図面になっているんですよ。現地を見て、砕石等もあるの

で、周り２方向ですかね、上手に２メートルぐらいの鋼板でやってもらわ

ないと、隣の畑に砂利と残土等が流れ出るんじゃないかということなの

で。 

 それともう１つ、ブロックの高さが１０センチになっているので、やは

り今までの雨だとか、そういうことをいろいろ考えますと、ブロック１段

ぐらいの２００ぐらいのところで上げておいたほうがいいのかなと、それ

とあと、周りの農地に対しての飛散もあるので、メッシュフェンスを全体

に張っておいてもらったほうが、仮囲いの外ですね、それ以外のところで

すけど、やっぱり張って、飛散等を防ぐ。４メートルの仮囲いしてしまう

と、今度、何を、中で産廃のものがあったり、どうのこうのというのが、

管理が周りから見えない。 

 今、この後ももう１つ、資材置場ということで挙がってきますけど、条

件的には同じなんですね。考え方が。ですから、昨日、現地調査へ行って

きて、みんなで話したんですけど、やはり同じ条件で挙がってきています

ので、同じような条件で審査していかないといけないねというのは、昨日

の委員の現地調査だったんですよ。 

 ですから、先ほど不動産屋さんが来られて、鋼板のフェンスを周り囲む

なんてという話を土建屋さんのほうから申請では出てきていないと。この

図面ではブロックが。ですから、その辺が相手のほうも、不動産屋さんが

周り回って判こをもらってきたときの、鋼板で囲みますよという条件とこ

の図面が違っているという感じがしますね。今見た感じね。 

 ですから、以前に、昨年だと思ったんですが、本郷の■■■の駐車場の



23

件で、道路にちょうど土が出てしまうということで、グレーチングを特

別、入り口のところでやった、皆さん、記憶があると思うんですけれど

も、ああいうふうに地元から入り口をふさいでくださいよということにな

ると、地元からの案ですが、今度は逆に地元から出てこないで、どうしよ

うかという話になってきますので。 

 もう１つの案件のほうは真っ平らになっているところですから、その前

がコンクリートで水路がありますけど、囲われたところですから、問題は

ないと思うんですけどね。グレーチングまでつくらなくても。ただ、こ

れ、のり面が高いので、９番委員はそれを心配されていると思うんです

よ。現地を見て。私も現地を見ていますので、ちょっと高さがあるので、

崩れると怖いなという感じはちょっとしていますね。 

  今までは擁壁の鋼板パネルで４メートルで全部囲われちゃって、中で

何やっているかわからないような形が結構多いんですけど、その辺が残土

の流出するようなところについては鋼板パネルで２メートルぐらいのもの

で、あとはフェンスでもいいんじゃないかということで、本当は鋼板パネ

ルを全部張ってもらえば一番いいんですけど、やはりそこまでの、昨日も

指導の話が出ましたけれども、あとについてはメッシュフェンスで中が見

えたほうがいいんだろうなという話なんです。ですから、その辺を意見を

ある程度、これからまた物件が出てくるので、違った話をしてしまうとあ

れなので、その辺の案件を整理しておいてもらったほうがよろしいかと思

うんですね。 

【９番委員】  前の入り口が排水溝なら何の問題もないんですよ。用水なんですよ。

その先には田んぼがあるし、それにみんな水を入れているわけです。だか

ら、そういう残土からしみ出たやつが用水に入ってくると困るなという部

分が非常に強いんです。だから、よっぽどそこのところはきちっとやって

くださいよという。 

【４番委員】  隣接地、これ、畑でしょう。 

【２番委員】  畑です。 

【４番委員】  ＣＢ１段しかないでしょう。ここで傾斜があって。 

【２番委員】  ここは傾斜はないです。同一です。 
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【４番委員】  そうしたらやっぱりここはＣＢ１段じゃ全く無理な話だね。 

【２番委員】  無理な話だから、本当は鋼板で２方向やってくれという話。 

【10番委員】  ブロック２段ぐらい積んでもらったほうがいいかもしれないね。ブロ

ック、ぐるっと回して、フェンスをやらないで、そのままにしちゃう。 

【議  長】  暫時休憩といたします。 

（休憩） 

【議  長】  それでは、再開させていただきます。意見のある方。 

【10番委員】  現地のほうも昨日見てきたんですけど、やはりブロック１段というこ

とで、低いということを現地を見て感じました。残土置場と、図面のとお

り、砕石置場となっておりますが、この部分の周り、最低限、２メートル

ぐらいの鋼板で外部への東側のＵ字溝の排水路と、それから、図面で下の

部分ですね、これが畑になっておりますので、その部分の残土の流出を防

ぐ件が１点ございます。あと、周りにつきましては、フェンスを飛散防止

ということでやっていただきたいということがあります。あと、スロープ

の部分というのは、１段、この図面ではちょっと見にくいんですけれど

も、道路から盛り土がされているような土地なので、外への流出、雨等

も、最近の１００ミリ以上の雨が１時間に降るようなこともありますの

で、残土等の流出を防ぐことをちょっと感じております。 

【議  長】  ほかに意見のある方。 

【９番委員】  現在計画されている内容を見ますと、周辺農地への営農条件に支障を

生じないということは確認できません。そのため、次の方策をすることを

お願いしたいというふうに思います。 

 まず１点目は、スロープの上にＵ字溝とグレーチングを設置して、用水

と雨水が流出しないようにしていただくことと、それから、２つ目が、残

土置場、砕石置場に接する２方向については、２メートル程度の鋼板を設

置して、土砂等の流出を防止していただきたい、それから、３つ目が、そ

のほか、ブロックにメッシュフェンスを設置して、ごみ等の飛散を防止す

ること、以上の３点を条件とすることを検討させていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 
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【議  長】  ほかにございますか。 

        （「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ので、採決に入らせていただ

きますが、まずその前に、今意見として上がってきたことを附帯事項とし

たいというふうなことで、まずその前に賛否をとらせていただきたいと思

います。今、９番委員から上がってきたことは、現在の計画では周辺農地

への営農条件に支障が生じないことが確認できないため、次の方策をする

こと。スロープの上にＵ字溝とグレーチングを設置し、用水に汚水が流出

しないようにすること、残土置場、砕石置場に接する２方向については、

２メートル程度の鋼板を設置し、土砂の流出等を防止すること、そのほ

か、ブロックにメッシュフェンスを設置し、ごみ等の飛散を防止するこ

と、以上３件と条件とさせていただきたいと、こういうご意見でございま

す。この意見を附帯事項としたいと思いますが、附帯事項とすることに承

認される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、今、採決することに当たりまして

は、これを附帯事項として採決をさせていただきたいと思いますが、受付

番号７について、今、附帯事項を取り入れた中で、賛成の方の挙手を求め

ます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号８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８、申請地は、上河内字■■■■■■■、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、門沢橋■

■■■■■■■、■■■■■■■、代表取締役■■■■、譲渡人は、杉久

保南■■■■■■■■、■■■■、転用の目的は、資材置場、権利の種類

は、所有権の移転です。現地の案内図は、資料５－１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を

お配りしております。 
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 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。19番委員。 

【19番委員】  この件につきまして、時系列的に、日付は正確に覚えていませんので

省略させていただきますが、いろいろな方とお会いしております。 

 最初に、資料５－２の図面で言いますと、右側、東側の隣接地の方から

お電話がありました。それで、次に、その方と、左側、西側の隣接地の所

有者の方２名が私どもの事務所へ来られました。最後に、地区担当委員の

印をもらいに、不動産屋さんが２名の方が私の家に見えました。それがあ

って、最初にお電話があったのは東隣の方ですが、同意はしていませんと

いうことで、電話なので、そんなに長くは話せませんでしたが、どうして

同意印を押されないのですかと聞いたら、いきなり書類を持ってこられ

て、とにかく判こを押してくれと、ただそれの一点張りで、この図面とか

を提示したわけではなくて、利用は何に利用するのだということを聞いて

も答えない、それから、誰がというのも答えない、ただ、西隣の方には同

意の判こをもらっているのだ、何でもいいから押してくれという話で来た

ので、それじゃちょっと納得できないので、途中でこの土地と、当該地と

隣地所有者の方との境の話なんかも出始めたのだそうですが、それはなぜ

かというと、東隣の方が最初に田んぼを生産植木の畑とするために盛り土

したときに、当然、敷地境界、一番下ののりの下から持っていくわけです

よね。斜めに土羽になるわけです。 

 ところが、この当該地の方が後で、承諾も何もなしに、自分のところで

真っ平らに盛ってしまった、そうすると、境界がわからなくなっちゃって

いるおそれがあったので、そういう話をしかけたときに、代理者の方は、

説明も何もしないで帰ってしまった。そういうことで、その後の話で言え

ば、またいろいろなことですが、次にお２人で見えられたときには、先に

判こを押された西隣の方は、何も深く考えずに判こを押してしまった、と

ころが、私どものところに行って、特に心配されていたのは、その後、こ

このところが土建屋さんの資材置場になるというのをどこかからお聞きに

なったんでしょう。それで、土建屋さんといっても、その方に１回もお会

いしていないし、何をやられるかわからない。片方は畑、片方は田んぼの
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所有者ですけど、いずれにしたって、土建屋さんというと、砂利とか、そ

ういう飛散が考えられるので、それが怖いんだという話で判こを押せなか

ったということがありました。 

 その後、不動産屋が２人で私のところに来たときに、何でそういう丁寧

な説明をしないで、そのとき、たしか電話で言われたときには、判こはど

うでもいいと言って帰ったらしいです。何でそんなことをしたんだと言っ

たら、その営業マンの方は黙っていましたね。その後、敷地境のことにつ

いては、現地に呼び出されて、仮表示というか、ここが大体境になります

という仮の表示をされて、ここでどうでしょうかと言われて、私もちょっ

と確認しましたが、あわせて自分の畑や田んぼの測量図ではないのです

が、田んぼの地番と何平米、何平米と書いてある大きな図面があったので

すけれども、それでもってお２方とも、自分のところの土地には減歩、要

するに面積が減っているような状況が見受けられないので、それでは同意

にそんなに異議はないけど、先ほども言ったように、被害防除策について

はまだ心配しているというようなことでした。 

 ただ、それを除けば、私個人の意見としては、別に転用することに反対

の理由はないのですが、ただ、心配事が１つありまして、ここのところは

昔から沼田と呼ばれていまして、背が立たないぐらいの沼地の田んぼなん

ですね。子供のころは、背が立たないから船で田植えをしたという、そう

いうところなので、地盤が非常に軟弱なんです。今もそうなんですよ。こ

の断面図のブロック３段だか、小さくて見えませんが、私のところに持っ

てきた申請書の図面は、これよりももっとコピーが乱れていまして、全く

見れないような状況だったですけれども、これは辛うじて見えますが、こ

れの土どめの床付が普通の敷地と違って、果たして簡単にできるのだろう

かという心配はあります。構造的に。だから、この図を作成した人が現地

を知っているのかなという不安はあります。 

 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】  土木業を営んでいる■■■■■■■が資材置場を確保するために農地

転用したいという申請です。■■■■■■■は、海老名市門沢橋に本社が
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あり、海老名、相模原、座間等、県央地区を中心に事業を行っている会社

だそうです。もともとの資材置場は茅ヶ崎市にある、その代表者の友人の

会社の置場を一部使用させてもらっていたそうですが、その会社から返却

してほしいとの意向を受け、返さなければならなくなり、本社がある海老

名市内で新しい置場を探すことにしたそうです。その結果、知り合いの不

動産会社に今回の申請地を紹介してもらい、地主である■■さんと合意す

ることができたため、申請に至ったそうです。茅ヶ崎市の置場は７月末に

撤収するとのことで、７月１４日に事務局でも現地を調査し、利用状況を

確認しております。 

 続きまして、資料５－１をご覧ください。農地の立地基準は、第２種農

地です。これは、市街化区域から３００メートル以内の区域で農地の広が

りが１０ヘクタール未満の区域内であることから判断できます。第２種農

地は、申請に係る農地にかえて、周辺のほかの土地を供することにより、

当該申請に係る事業の目的を達成することができないと認められる場合に

は許可にならない土地です。つまり、逆に言うと、代替地がない場合にの

み許可となる立地区分となっております。 

 ■■■■■■■は、市役所や海老名駅周辺の市街化区域ですとか、その

ほか第３種農地と考えられるような土地で候補となる土地を検討したそう

ですが、金額等条件に合う土地が見つからなかったとのことで、当該地で

の申請に至ったそうです。この状況から、代替地はないと判断できると考

えます。 

 資料５－２の土地利用計画図をご覧ください。図は、上が北となってお

ります。申請地を整地、転圧して、砂利で舗装し、周囲をコンクリートブ

ロックで囲い、資材置場とする計画です。資材は、砕石、残土、砂、仮設

物、トラックやバックホー等を置く予定となっております。 

 続きまして、断面図をご覧いただきたいと思います。資料はそのまま５

－２に断面がございます。図の左側にある断面が申請地を東西に、右側に

ある断面が申請地を南北に切った形で、平面図と対応しております。左側

の断面をご覧いただきまして、そのさらに左側、西側ですが、こちらは田

と隣接しております。場所により、５５センチ程度高低差がついておりま
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して、コンクリートブロック３段を設置する計画です。東側は畑と隣接し

ておりまして、高低差はなく、コンクリートブロック２から３段で区切り

をする計画となっております。 

 次に、右側にある断面図をご覧ください。その下のほうです。断面で言

うと左なのですけれども、下のほうですが、こちらが南側でして、南側は

水路敷と隣接しております。こちらの高低差は２６センチほどでして、コ

ンクリートブロック３段を設置する計画です。また、北側は既に出入り口

がございまして、そちらはそのまま使用する計画となっており、出入りを

しない部分については、水路が開渠になっております。水路との境にはコ

ンクリートブロック３段で土どめをする計画です。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、雨水の排水計画についてですが、雨水につきましては、申

請地が砂利舗装となることによるほか、申請地の南側に向かって水が流れ

る勾配を設けておりまして、一番右下のあたりに四角にバツで小さく書い

てあるのですけれども、雨水の浸透ますを設置することによって、敷地内

で浸透処理をする計画です。 

 土地の利用計画に関しては以上でございますが、先ほど19番委員からも

お話がありましたとおり、隣地の同意の関係で少し補足で説明させていた

だきます。 

 こちらの案件につきましては、西側及び東側が直接農地と隣接しており

まして、所有者及び別に耕作者がいる場合には、耕作者からも同意書や署

名、押印をもらい、提出するよう、海老名市では指導を行っております。

しかし、今回、東側の地権者から同意がもらえなかったということで、東

側に関しては同意書の提出がございません。隣地の同意書に関しまして

は、海老名市では周辺への被害防除が図られているかを確認するための非

常に重要な書類と捉えておりまして、基本的には必ず提出するように強く

指導しております。しかし、同意できない理由が、自身の耕作している農

地への被害等、農地法にのっとった観点ではなく、ただ押印だけはしたく

ないという場合や、隣地の人との仲が悪いなど、個人的な理由である場合

には、同意書がなくても許可相当とし、許可になった事例もございます。
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今回、隣地の同意に至らなかった経過につきまして、私ども、転用者から

経過の報告書の提出を受けております。こちら、報告書に書かれたもの

を、内容は変えず、要約したものを読ませていただきます。 

 ５月２８日の日曜日に地権者さん宅へ訪問するも不在であり、２９日、

３０日と訪問したが、不在でした。訪宅の趣旨を書いた書類を投函してき

ました。６月４日、１９時、地権者さんにやっと会えて訪問の説明を行

い、同意をお願いしたところ、第三者へ相談したいとのことで、返事をい

ただけませんでした。お話の内容としては、申請地の現所有者との境界に

ついて問題があるようでした。７月１４日、１３時半ごろ、再度訪問しま

した。農地転用の趣旨説明を行い、地権者さんのご希望を聞いたところ、

以下のような要望を受けました。１つ目が、境界についてはブロック３段

では納得いかず、１メートル以上の防護対策を講じてほしい、２つ目が、

境界を確定できなければ同意できない、以上が解決するなら考えますとの

ことで、１つ目の構造につきましては、隣地の防護対策については、ブロ

ック３段で対応させてください、そして、被害が出た場合は事業者が復旧

しますと回答しましたが、地権者さんの了解は得られませんでした。 

 以上のような状況でありますが、事業者としては今後円満に解決する意

思を持っており、農業委員会総会のご意見がございましたら、ご指導に従

うつもりであります。 

 以上が要約を読み上げたものです。 

 事務局でも、お隣の方からもご相談を受けておりまして、19番委員がお

っしゃられていたのと同様の話をされておりました。具体の計画について

はどうでしょうかとお話を聞きましたところ、申請地が資材置場となり、

バックホー等日常的に作業することとなった場合、特に南側の砕石や砂利

等をトラックに積む作業の中で、バックホーの頭が境界に設置されたブロ

ックを超え、砕石や砂利が自身の耕作地へこぼれてきてしまう心配がある

ため、東側との境には１メートル以上の矢板等による塀をつくって、バッ

クホーの頭が出ないような措置を講じてほしいと要望したとのことでし

た。 

 事務局といたしましても、本来であれば隣地の地権者さんとの調整を済
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ませてから許可申請を受け付け、総会の議案とさせていただくべきところ

ではございますが、転用者より、今月審議してもらいたいという意向があ

ることと、結果として継続審議等になったとしても、農業委員会として決

定した意見には従うとの意向があることから、案件として上程をさせてい

ただいております。従来の土地利用計画に関することのほか、この隣地の

同意の取り扱いに関することも含め、ご審議いただきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 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３番委員。 

【３番委員】  この土地は入り口が狭く、細長い土地でございます。そのため、図面

によりますと南側のほうに資材を置くということでございます。そのため

に、砂利等が置かれて、バックホーで積み込みが入ろうということでござ

いますので、どうしても砂利が飛散するのではないかというふうに思われ

ます。そのため、長い土地の半分ぐらいまでは、南側から３方向、２メー

トルぐらいの鋼板で囲いまして飛散を防止する、そのほかの部分はメッシ

ュのフェンスで囲いまして、中が見えるようにするということでどうかと

いうふうな意見でございます。それをやれば、この許可ができるのではな

いかということでございます。その結論でございます。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。いらっしゃいませんか。13番委員。 

【13番委員】  今、現地で19番委員のご意見の中で、ここは昔から沼地だというよう

な意見を聞いて、私もこういうことは知らないのですけれども、そこに資

材置場にすると、沼地ですから、いろいろなものを置くと、転圧すると、

横に出てくると言うのはおかしいけど、ここを押すとその分が、風船じゃ

ないけど、横に出てくるのではないかというような土地なのか、それを知

っておられるのか。 

【議  長】  19番委員、おわかりになりますか。 

【19番委員】  ここのところへ土砂とかいっぱい置いたときに、隣接地のほうに下か

ら。その可能性はありますよね。とにかくあそこいらは、昔、壁土のいい

材料がいっぱいとれたという、本当に沼地なんですよ。だから、ここへ置

いたら懸念されるのは、西側の田んぼの下のほうは押し出されるという可
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能性は当然あると思いますね。そこのブロック、３段だか４段だかわかり

ませんが、床付というのはどうやってやるんだろうなと私は心配していま

す。何しろ、背が立たないような田んぼなんですよ。だから、私どもの田

んぼも３枚ぐらい西側にありますけれども、大概のトラクターが奥へ行く

とついちゃうんです。道路側のほうはいいんですけど、南側の排水路のほ

うへ行くと、トラクターのおなかがついちゃって、出れなくなってしま

う、そういう田んぼなんです。ですから、ここなんか山の際のほうですか

ら、もっと深いと想定されます。農地改良はしてありますけれども、全然

役に立っていないような状況ですね。 

【２番委員】  ということは、今お聞きすると、田んぼがあるところが、図面です

と、ブロック３段ということなんですけど、全然役に立たないという話に

なってしまいますね。 

【19番委員】  床付というんですけど、ここへブロックを積む前に捨てコンとかやり

ますよね。普通だったら、やわらかかったら、栗石やって、捨てコンやっ

て、ブロックを積むんですけど、そこが役に立つのか。 

【２番委員】  私も昨日現況を見に行ったのですけれども、現況と今の畑と田んぼの

高低差が５、６０センチぐらいなんですよね。それで３段積みということ

は、２０センチの６０センチですか、それのブロックを積んだぐらいで表

面に捨てコンを打って浮いているような状態ですね。すぐ倒れてしまうと

いうような。それこそ、矢板を３メートル、４メートルを打ち込まないと

だめな状況ですよね。防御するには、田んぼ側は特にね。 

【19番委員】  それがコンクリートでも、鉄でも良いですからパイルを２メートルぐ

らい深く打ち込んで、そこにせき板でとめるという方法もありますけれど

も、そっちのほうがまだ有効かなと。 

【２番委員】  今、この図面のやり方だと、ちょっと心配があると。 

【19番委員】  心配しております。これでいいかどうか。ただ、本人がこれでやると

いうんだから。心配はしています。 

【２番委員】  もう１点、これは本当に間口がかなり狭いんですけれども、ユンボが

旋回するのは、間口内で全部旋回できるんですか。 

【19番委員】  それは東隣の方とか、西隣の方が心配している。現地境界を空中で越
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境して、そこへぱらぱらと土砂等が落ちるのではないかと、そういう心配

はされていました。絶対それはしないようにやりますよと、できないこと

はないんでしょうけど。 

【16番委員】  事務局のほうにちょっとお聞きしたいんですけれども、ここは国土法

の１７条の調査をやった地区でしょうか。境界のことが出ていたので、国

土調査をやっていれば、座標値から多分復旧できると思うんですけれど

も、そういうのがないとなると、全く境界を全然話をしないままやっちゃ

っていいのかどうか、考える必要があると思います。以上です。 

【議  長】  事務局、わかりますか。 

【主  事】  国土調査がやってあるかどうかが公図に書いてありまして、こちらの

土地は公図では地図に準ずる図面と書かれているので、国土調査はされて

いないところなのではないかと思います。境界のことに関しましては、一

度、隣の地主さんと測量士さんが現地で立ち会いをして、仮杭を今入れて

ある状態でして、杭を打ったところに関して、その周辺も含めて、今現

在、測量図をちょうど先日もらったという話を隣の地権者さんから聞いて

おります。あと、その図面を持ってもう一度一緒に現地を見て、杭の位置

が正しいかどうかを確認して、立ち会いの同意書に押印することによっ

て、完全に確定するという話はされていまして、それは近いうちにできる

はずだけれども、業者のほうから連絡がないということを隣の地主さんは

言っておりました。 

 以上です。 

【議  長】  ほかにございますか。 

 今、課題として出てきているのは、隣接地がわからない状態で、申請が

上がっていることですか。境界が。 

【主  事】  立ち会いはやっていて、ほぼ決まっているけれども、同意の最終の印

鑑だけ押していない状態というふうに聞いています。 

【議  長】  ということは、その地主さんは境界を納得していないということです

か。 

【主  事】  同意書を持ってこないとお聞きしました。 

【19番委員】  隣接の農地の所有者の方が、それさえ終わっていないのに、こういう
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図面が出てくるのがおかしいなんて言っていましたね。立ち会いのもとで

測量したら、そこでまず同意をしますよね。それでもって図面をつくるは

ずなのに、いきなりこんな図面がどんどん出てきて、肝心の測量がまだ。

立ち会いの印鑑も押していないという。仮の杭だけで判こをくれ、判こを

くれと言われているようなことを言っていました。 

【議  長】  事務局、どうなの。境界がわからない状態で申請を上げてきても大丈

夫なの。後になって問題は起きないの。 

【主  事】  境界の立ち会いに関して、隣地の同意書の中にそこも含めて同意がさ

れていれば、境界もはっきりしているはずだという考え方で申請を受け付

けていまして、今回、隣地の同意書が出ていない理由の中には、それも含

まれているということだと思います。そもそも隣地の同意書が出ていない

ものについて、本来であれば受け付けないというのが、先ほども申し上げ

ましたとおりでして、ただ、農業委員会の会議で例えば継続審議になっ

て、こうしなさいと決まったことには従うという話をしていることから、

今回、本来ではなくて大変恐縮なのですけれども、案件として上げさせて

いただいているという形になっています。 

【議  長】  それは境界のことですね。隣接の判こがないということだね。 

【主  事】  隣接の判こがないということに境界のことも含まれていると考えてい

ます。 

【議  長】  農業委員会で立地の条件というのは、そこまで踏み込むあれがあるの

かな。地盤の話です。 

【10番委員】  難しいだろうね。 

【議  長】  大丈夫ですと言われたらおしまいだものね。心配事はあるけど。 

【10番委員】  この物件、見てきたんですけれども、田んぼなんですね。一番支障が

出そうなのは、先ほども一緒ですけど、田んぼへの流出なんですよ。それ

と、今、隣地の方の印鑑をいただけないというのは、ブロックでとまっち

ゃって、フェンスも鋼板も何もしていない条件なので、その辺の話がちゃ

んとついていないのがやっぱり問題みたいなんですね。だから、この物件

については、隣地を見てきたんですけれども、要望事項が、ブロックを高

くしてもらったり、フェンスを囲ったりするようなことがいろいろありま
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すので、今回の審査は難しいと思うんですね。再審か何かにしてもらわな

いと。業者さんとその辺の詰めをして、仮囲いの問題だとか、その辺のと

ころも隣地の印鑑をもらえない条件もあるので、その辺と打ち合わせをし

て、確かにユンボで上から砕石が落ちたりするというのもありますけど、

やっぱりそれはショベルローラーかなんかで残土を処理してもらうとか、

ダンプ等で処理してもらうとかという条件をつければ、周りの人に対して

は少しずつ納得がいくのではないかと思うんですよ。フェンスもやらな

い、何もやらないので、隣の人が大分その辺も要望されているみたいです

よね。事務局にそういう話も上がってきています。ですから、この物件に

ついては、先ほどの物件よりもちょっと頭を抱える物件だと思いますね。

いずれにしても、工事をやるのでも、９月以降か１０月以降になってしま

うと思うんです。稲刈りが終わらないと、田んぼに水が入っていますか

ら。ですから、時間的にも少しはあるのかなという感じはしますね。まさ

か、擁壁もやらない、何もやらないで、あそこへ残土を置くようなことは

ないと思うんですね。 

【２番委員】  私も一緒に見に行っているんですけれども、あそこの間口の狭いとこ

ろに車が入ってきて、砕石を置いたら、その辺の田んぼには崩れ落ちるん

じゃないかなと。でも、現状ではやはりちょっと無理で。我々、簡単に

は、田んぼ側の石積みをあと１段程度ふやして、田んぼ側に影響ないよう

にすればいいなと聞いていたんですけれども、今の話ですと、沼地みたい

なので、それが下手すれば、つくったって、田んぼ側へ倒れてしまうのか

なという危惧はありますけれどもね。隣の地権者の了解が得られるような

改善策を持って、了解した判こをもらって申請を出してもらうのが、我々

としては一番いいのかなと思います。10番委員の言われたとおり、まだ時

間もありますので、水田に水が入った状況だから、工事は着工できないの

で、時間があるので、少し丁寧に打ち合わせしてもらったほうがいいのか

なと思います。 

【19番委員】  東隣の地権者の方の私のお会いした感触なんですが、境界については

ほぼ納得はされているような雰囲気です。立ち会いで仮杭をやられて、先

ほども言いましたけど、自分のところの土地に減歩がない、平米が減って
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いないというのを確認されているみたいなので、それは納得しているみた

いです。奥のほうの南側の砂利や砕石や残土置場については、最初、２メ

ートルぐらいの鋼板の囲いをしてほしいようなことを言っていましたけ

ど、途中で高さ１メートルでもしようがないななんては言っていました

ね。でも、全くブロック１段やそこらじゃ、どうも納得できないような雰

囲気でした。ですから、先ほどの中河内の案件と似たような条件でやれ

ば、２メートルの鋼板の囲いだったら、なおいいと思いますが、本人は１

メートルでもやってほしいというような意見ですね。 

【議  長】  先ほどの件は、ほかの農地にも影響が出ると、さっき言った用水です

から、今回の場合は、隣の人だけの影響で終わるわけですか。 

【19番委員】  ただ、出入り口のところは一応用水なんですよ。だけど、用水なんで

すけど、そこが、早く言えば、用水のしまいのところで、そこから奥へは

ないので、さほど影響はないのだけど、余りにもそこへ土砂なんかが流れ

出してしまえば、それはバックして、逆流してということもないことはな

いかもしれません。ほとんどそれはないだろうと思います。 

【議  長】  隣接の地主さんの同意があるかないかでほとんどいいわけですね。 

【19番委員】  はい。 

【議  長】  それが今ないということが問題なんだね。 

【19番委員】  南側のところはたしか用水か。換地があって、用水だ。あの南側が一

番やわらかいんですよ。経験上。みんな、トラクター、あそこで沼地には

まっちゃっているんです。 

【議  長】  さっきと違うのは、隣地の人の承諾がないと。承諾がない理由は、さ

っき言った土砂の流出の対策がとれていないから、隣地の人はまだ判こを

押さないんだということでよろしいんですよね。 

【19番委員】  はい。 

【２番委員】  先ほど19番委員が言った、地盤がやわらかいよというのは、業者さん

に言って、それでよほどしないと保たれないよというのは、意見を言った

ほうがいいんじゃないの。状況をわかっている人が言っているんだから。 

【19番委員】  どうしてもコンクリートブロックでやるのであれば、この基礎の下に

改良土工事が必要になりますよね。このブロックでやるには、そうしない
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と、床付が沈んじゃいますよ。私のここのところでやるのだったら。 

【10番委員】  毎年毎年、田んぼに水が入ってくるわけだから、状況は本当に悪いで

すね。 

【19番委員】  １回、現場へ行って見てみればわかるんですよ。杭でも持っていっ

て、立たせてみれば、簡単にわかりますよ。 

【４番委員】  言ったほうがいいんじゃないですか。後になってトラブルになるより

は、未然に。隣接地の方も助かるし。トラブルのもとですよね。 

【10番委員】  私の地区でも田んぼの中に駐車場ですけど、つくったところがあるん

ですけど、やはりコンクリートで立ち上げているね。最低限。毎年毎年、

水が入るので。だから、ブロックでやっても大丈夫かなという感じはちょ

っとしますよね。どこまで、今度、農業委員会のほうで、コンクリートで

立ち上げなさいよということを言えるのか。 

【主  事】  擁壁の構造という話について参考までになんですけれども、実は農地

法の審査の中で、擁壁の構造について、ここまでだったらコンクリートブ

ロックとか、これ以上はＲＣ擁壁とか、Ｈ鋼とコンクリート板とかといろ

いろあると思うんですけれども、それが何メートルだったらどうというの

が定まっているわけではございません。県のほうでも一定の基準を設けて

いるわけではなく、市町村ごとにその地域の実情に応じて考えるというの

が審査の考えでして、市町村の実情に応じて指導しているのが現状です。

海老名市では恐らく少なくとも過去５年以上は、６０センチを１つの基準

として、高低差が６０センチを超えるようであればＲＣ擁壁でないとだめ

というお話をしています。それ以下であればコンクリートブロックでもよ

しという話は、一般的な基準という中では、農業委員会、海老名市ではし

ているところでございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  そうすると、３段まではいいということになる。 

【12番委員】  でも、それは、この土地のような状態では、当てはまらないんじゃな

いの。かたい土地だったらそういう基準でいいけど、今、19番委員が言っ

ているように、沼地のところへそういう基準は当てはまらないと俺は思う

んだけど。それを業者に言って、対処をさせなきゃだめなんじゃないの。
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それが農業委員会で決めることだと俺は思うんだけど。 

あとは、隣の人たちが困ると思うんですよ。土が寄っちゃったら農地

が使えなくなる。だから、それは状況によってはそういう判断をしても

いいような気がするんだけど。幾ら基準はあったとしても。と私は思う

んだけど。 

【議  長】  暫時休憩と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。意見のある方。 

【19番委員】  この案件に関しては、特に両隣接者の方の、片方の方は判こを押した

とは申しておられましたけれども、一応特に東隣の方の同意が得られてお

りません。そのことについて、被害防除策が十分とは言えないのではない

かと思います。ですから、中河内の案件とは似ていますけれども、水路の

問題はありませんが、やっぱり防除策として、鋼板の囲いを最低１メート

ル以上、できれば２メートルを３方向、南側、あと、東、西については、

南側半分程度ですか、囲って、被害防除を図っていただければ、私が受け

た隣接者の方は、それならばという同意もいただけるものだと思いまし

て、それを代理業者の方に誠意を持って文書を起こしていただくように努

めていただければと思います。 

ですから、隣接者の同意が得られていませんが、仮囲いをきちんとす

れば、被害防除が防げると本人も申しておりましたので、そのような図

面に直して、同意を得るべく努力をしていただいて、今回は継続審議に

していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【議  長】  今、継続審議ということでご意見が出ました。継続審議とすることに

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については、継続審議と

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４４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３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  査】  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９ページをご覧ください。受付番号３、被相続人は、中新田■■

■■■■■■、■■■■、相続開始年月日、平成２８年９月２８日、申請

人は、中新田■■■■■■■■、■■■■、生年月日、昭和２７年５月２

１日、続柄は、子、職業は、農業です。特例農地等の明細ですが、中新田

■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、畑、市街化区域内、生産緑

地、■■■平米です。７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、被相続人の■■■■さんは、平成２１年に老齢のため、申請人の

■■■■さんに経営移譲しており、死亡の日まで農業を営んでおりません

でしたが、これは先ほど申し上げました、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該当し、被相続

人は、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されま

す。なお、この場合、被相続人が相当の期間、農業を営んでいた事実があ

ることが要件となりますが、被相続人の■■■■さんは、経営移譲した平

成２１年まで数十年間農業を営んでいたことを申請人から確認しており、

相当の期間、農業を営んでいたと認められます。以上から、この案件につ

きまして、特に問題はないと思われます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  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、採決させていただきます。 
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 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１０ページ、日程第５、議案第４５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２１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２１、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９月３０日から平成２９年７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、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。２筆が

農業振興地域内の田、２筆が生産緑地の畑で、田、■■■■■平米、畑、

■■■■■平米、合計、■■■■■平米です。事務局で７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】  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２１について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 
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 次に、議案書１１ページ、日程第６、議案第４６号 平成３０年度市農

業施策及び予算に関する意見（案）についてを議題といたします。 

 これにつきましては、７月１１日に農地小委員会を開催していますの

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】  今説明がありましたように、１１日に農政小委員会を開催しまして、

皆さんのお手元に資料があると思うんですけど、平成３０年度の市農業施

策及び予算に関する意見の案ということで、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させますので、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。 

【係  長】  それでは、議案第４６号 平成３０年度市農業施策及び予算に関する

意見（案）について説明させてもらいます。 

 資料６をご覧になってください。こちらの資料の最後のほうから４、５

ページ目ぐらいになります。 

 ７月１１日に農政小委員会におきまして、委員の方々からご意見をもら

いまして、取りまとめた要望になっております。平成３０年度の要望につ

きましては、昨年からの継続が５件、新規が１件でございます。 

 それでは、概要について説明させてもらいます。 

 資料６の２ページ目になります。「生産緑地制度の円滑な運用のための

協力・連携について」ということでございます。生産緑地の管理状況の把

握や、必要に応じた指導等、生産緑地制度の適正な運用が図られるよう、

市と農業委員会とで相互協力して、連携体制を要望するものでございま

す。 

 それから、２点目としまして、「海老名市の都市農業振興施策の進め方

について」ということでございます。これにつきましては、継続になるん

ですけれども、昨年の６項目めの要望が農業経営の近代化の補助施策につ

いてということで、内容が大変似通っていたということから、昨年の６項

目めと両方をまとめさせてもらったものでございます。内容につきまして

は、市が実施している農業振興プラン、先進技術の導入を講習会など勉強
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会を通じて情報提供すること、農業者の意見を聞いてＰＤＣＡサイクルを

取り入れて施策を進めることを要望するものでございます。 

 ３点目としまして、これは資料６の３ページ目になるのですけれども、

「有害鳥獣被害対策の継続と施策の市民への周知について」ということで

ございます。これも昨年からの継続になりまして、有害鳥獣の個体数の減

少、それから、樹木の繁茂による鳥の食害が起こり得るため、樹木所有者

への剪定、管理をするように市のほうから啓発を要望するものでございま

す。 

 それから、４つ目としまして、これは資料６の３ページになりますが、

生産組合による「耕作のルールやマナー啓発への働きかけについて」とい

うことでございます。これも昨年からの継続になりまして、生産組合のほ

うに農地をちゃんと管理するようにということで、市のほうから要望する

ものでございます。 

 それから、５項目めとしまして、「農業用水路の改修について」という

ことでございます。これも昨年からの継続で、総合病院の南側から海源寺

までの中新田地内の水田に、田植えの時期に農業用水が来ないわけじゃな

いんですけれども、よくない状況で、昨年も市のほうに対策を講じるよう

に要望していたものでございますが、今年度、用水路につきましては、県

の管理から市の管理になるということで、市のほうから県へ改修等の要望

をして、所要の対策を講じた上で市のほうが移管を受けるように要望する

ものでございます。 

 ６項目めとしまして、これは新規になるのですけれども、「農機具の貸

し出し事業について」ということでございます。新規の要望でございます

ので、読ませてもらいます。「現在、市ではトラクターやコンバインの貸

し出しを実施しているところですが、さらに鋤の貸し出しの検討をお願い

します。トラクターでは、田や畑の１０㎝から２０㎝位の深さまでしか耕

せないため、この位置に固い層ができてしまいます。この層を壊してさら

に深く耕転することより、土壌に酸素も入り、土も柔らかくなり、土壌を

改善することができます。そのようなことから、鋤は必要ではあります

が、使用頻度が少ないため、中小規模の農家では費用対効果の面から、自
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己保有することが難しいのが実情です。そのため、こうした必要ではある

が使用頻度の少ない農業用機械の貸し出しの充実を要望いたします」。 

 ６項目の要望でございます。一応ご審議いただきまして、ご了解いただ

ければ、８月１７日に市長に要望書を提出する予定でございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

【４番委員】  ５番目の「農業用水路の改修について」で、先日、７月２０日に農政

課の担当者と現地の、今回３回目になりますけれども、それまで、市のほ

うに移管されたというふうに私は思っていたんですけれども、県のほうに

移管がされていなかったということで、急遽、現地の確認をしてくれとい

うことで、確認しました。確かに、西側に行く径が３００パイもあるんで

すね。大きなパイプで。そんな関係もありまして、調整が確かにできるん

ですけれども、あけてしまったりするということで、一定のところで固定

をする、そういうことでの改善策をということで、一応７月２０日にその

ような要望だけはしてあります。ですから、ここに書いてあるとどうかな

と思ったので、意見です。 

【議  長】  経過報告ですね。 

【４番委員】  そうです。 

【議  長】  経過報告ですから、いいんじゃないですか。今の現状として。 

【係  長】  内容的にはよろしいでしょうか。 

【４番委員】  そうですね。 

【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。 

        （「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。 

 平成３０年度市農業施策及び予算に関する意見（案）については、今事

務局の説明のとおりで了承とする方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 
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 次に、議案書１２ページでございますが、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）農業用施設用地に係る転用届出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。 

【主  査】  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

らないとされていますが、例外として、農地法施行規則第２９条第１号に

おいて、耕作の事業を行う者が２アール未満の農地をその者の農作物の育

成のための農業用施設に供する場合は許可不要と規定されています。この

例外に該当するものかどうかを届け出により農業委員会が確認するもので

ございます。 

 受付番号２、申請地は、望地■■■■■■■、登記簿地目、田、■■■

平米のうち■■■■■平米です。転用者は、望地■■■■■■■■、■■

■■、転用の目的は、農業用倉庫、施設の規模は、18.08平米です。資料

は、資料７で、申請地の地図のほかに、現地の写真、土地利用計画図、倉

庫の外形図をお配りしています。 

 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。15番委員。 

【15番委員】  この■■さんは、今、田んぼは１反のみで、ほとんど果樹農園でござ

います。柿、それと、この地図で見ますともう少し北のほうになりますけ

れども、西面に２反ほどのかんきつ類、ミカンとか、レモンとか、そうい

うものをつくっております。そのための施設は、動噴とか、肥料とか、資

材を置くための施設で、特に申請に対しては問題ないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。質疑ございませんか。 

        （「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、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】  ご異議ないということでございますので、了承とさせていただきま

す。 
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 次に、議案書１３ページでございます。（２）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４について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】  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、

農地であったとして、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、周辺の農地の営農状況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１３ページをご覧ください。受付番号４、申請地は、杉久保南■

■■■■■■■■■、登記簿地目、畑、■■平米です。申請者は、社家■

■■■■、■■■■、現在の状況ですが、建物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は、資料８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５３年ごろより、隣地に住む■■■

■氏へ貸しており、現在まで■■氏の住宅敷地の一部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。６

月２２日に、15番委員、14番委員、19番委員と事務局職員で現地確認調査

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、15番委員、お願いいたします。 

【15番委員】  ６月に現地を確認しました。写真で見ているとおり、実際に駐車場と
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して車がとまっています。右隣の■■さん、この方は親戚らしいんです

が、この方が現在も使用しております。また、車の北側にお住まいがあり

ますけれども、そこは■■さんの申請者の弟さんのお住まいで、そこの前

に多少畑がありますが、ブロック等で仕切りがありますので、特に問題な

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４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すので、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書１４ページから１７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２２から２７の６件と、農地法第５条の受付番

号７６から８３までの８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１４ページ、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６月１

日から６月３０日までの間に届出がされたものです。受付番号２２から２

７までの６件で、田、１６３平米、畑、3,001平米、合計、3,164平米で

す。 

 続きまして、議案書１６ページ、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６月１日から６月３０日までの間に届出がされたものです。
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受付番号７６から８３までの８件で、田、1,335平米、畑、2,638平米、合

計、3,973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】  質疑のある方。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑がないようですので、ただいまの案件につきましては一括とさせ

ていただきたいと思いますが、農地法第４条の受付番号２２から２７の６

件と、農地法第５条の受付番号７６から８３までの８件について、一括し

て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】  異議なしということですので、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書１８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８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１８ページをご覧ください。受付番号８は、中新田の■■■■さ

んの死亡による相続です。受付番号８、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９月２８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、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。 

 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、それでは、受付番号８について、
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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】  異議なしということでございますので、了承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】  受付番号９は、今里の■■■■さんの死亡による相続です。受付番号

９、権利を取得した者は、今里■■■■■■■■■、■■■■、権利を取

得した日は、平成２８年９月５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、今里字■■■■■■、現況地目、田、台帳

地目、田、■■■平米、ほか１２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。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９について、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） 

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

 本日の定例会の案件は終了いたしましたので、傍聴者の方は退室をお願

いいたします。ご苦労さまでございました。 

 次に、７．その他について、委員の皆様から何かございますか。ありま

せんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、事務局から何かありますか。ありませんか。 

 それでは、ないようでございますので、２番委員から閉会の挨拶をお願

いいたします。 

【２番委員】  長時間にわたりありがとうございました。私も今回、気になったんで

すが、農地法の５条の関係の許認可申請に対して、要は農家住宅、資材置

場、駐車場の転用関係ですか、これのちょっとした細かなチェックリスト

みたいなものが欲しいかなと。先ほどから飛散防止、具体的な方法とか、
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基準みたいな、そういうものがあったらいいんじゃないかなと。余り細か

くはないんですが、確かに飛散防止はどうしたらいいのかとか、フェンス

を設けてくれとか、周りの囲いの関係とか、その辺を細かな目安になる項

目をチェックリストみたいな形であると、審議しやすいかなと思います。

こういう難しい問題が今日２件ありましたので、その辺も楽になるような

審議にしたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はご苦労さま

でした。 

（終了 午後４時３５分） 


