
平成２９年第８回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２９年８月２４日

                           １３時３０分～１５時３０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８回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２９年８月２４日「平成２９年第８回海老名市農業委員会定例総会」を海老名市役

所議員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47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48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49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50号 引き続き農業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  農業用施設用地に係る転用届出について 

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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会長が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 

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

の６名も全員出席でございます。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】  異議なしということですので、14番委員と２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

問等がありましたらお願いいたします。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

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

ます。 

 本日は傍聴希望者がございます。傍聴につきましては、農業委員会会

議規則第１４条では、委員会の会議は公開とすると規定されております

ので、この規定に基づき、傍聴の許可をしたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、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、会議を進めさせていただきます。 

 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４７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１７について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  提案説明に入る前に、初めに、議案書の訂正がございます。議案書６ペ
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ージ、受付番号１７の案件につきまして、譲受人、譲渡人、双方、住

所・氏名の欄がございますが、こちらに記載されている住所が、中野■

■■■■■■と書いております。ここには■■ということで、号という

字がどちらも抜けてしまっておりました。２カ所、譲受人と譲渡人の住

所の欄、■■ということで、号という字の追記をお願いいたします。大

変申し訳ありませんでした。 

 それでは、提案説明をいたします。 

 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。 

 受付番号１７、申請地は、中野■■■■■■■■■、台帳地目、畑、

現況地目、畑、■■■平米、譲受人は、中野■■■■■■■■、■■■

■、譲渡人は、中野■■■■■■■■、■■■■、権利の種類は、所有

権の移転、目的は、世帯内贈与です。現地の案内図及び写真は、資料１

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聞きいたします。17番委員。 

【17番委員】  昨日、現地を確認しに行きましたけれども、問題ないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

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

の父の■■さん、母の■■さん、弟の■■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３０年、農業従事日数は、年間５０日、

■■さんの父の■■さんの農業経験年数は６０年、農業従事日数は、年

間２５０日、■■さんの母の■■さんの農業経験年数は４０年、農業従
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事日数は、年間１００日、■■さんの弟の■■さんの農業経験年数は３

０年、農業従事日数は、年間５０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、防除機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。13番委員。 

【13番委員】  昨日、現地を確認いたしましたところです。現況は畑でございます。多

少、草はありますけれども、よく管理をされている状況でございます。 

 以上です。 

【議  長】  ありがとうございます。それでは、質疑のある方、いらっしゃいます

か。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方、いらっしゃいますか。 

        （「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１７について、承認と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、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、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  事】  受付番号１８、申請地は、中河内字■■■■■■■、台帳地目、田、現

況地目、田、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりで、合計、■■■
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■■平米です。譲受人は、中河内■■■■番地、■■■■、譲渡人は、

中河内■■■番地、■■■■、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。９番委員。 

【９番委員】  申請人の■■さんは、現在、両親と農業に従事されまして、借入地を含

めて■ヘクタールの水田の耕作をされております。それと、■■■坪の

ビニールハウスで、トマト、キュウリを熱心に栽培されている方でござ

います。農業機械は、トラクター２台と、それから、コンバイン、田植

機を所有されまして、このたび、経営規模拡大ということを図るために

申請されたものでございますので、以上の状況からして、特に問題ない

というふうに思います。 

 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】  今、９番委員からございましたことと少しかぶるかもしれませんが、補

足説明をさせていただきます。 

 譲受人の■■さんの農家世帯としての状況は、■■さんと、その父の

■■さん、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１４年、農業従事日数は、年間３００日、■■さんの父の■■

さんの農業経験年数は１０年、農業従事日数は、年間３００日、■■さ

んの母の■■さんの農業経験年数は４０年、農業従事日数は、年間１５

０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、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２台、耕運機２台、田植機２台、コンバイン１台、防除

機１台、トラック２台などを所有しております。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
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められている農地法第３条第２項各号に該当する項目はありません。こ

れらの案件に関して、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。13番委員。 

【13番委員】  昨日、現地を確認いたしましたところ、■■■■、■■■■、■■■■

については、耕作はされておりませんが、水は張られて、非常によく管

理をされている状況でございます。その３筆については、何ら問題はご

ざいませんでした。あと、■■■■の■■■平米については、既に稲作

が耕作されて、きれいに管理をされているということでございますの

で、何ら問題はございませんでした。 

 以上です。 

【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、採決をさせていただきたいと

思います。 

 受付番号１８について、承認をされたいという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は、承認とさせていただ

きます。 

 続きまして、受付番号１９について、事務局から提案説明をお願いい

たします。 

【主  事】  受付番号１９、申請地は、国分北■■■■■■■■■、台帳地目、田、

現況地目、畑、■■平米です。譲受人は、国分北■■■■■■■■、■

■■■、譲渡人は、国分北■■■■■■■■■、■■■■、持分２分の

１、国分北■■■■■■■、■■■■■、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３－１にございます。 

 以上でございます。 
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【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。15番委員。 

【15番委員】  ■■■■さんは、現在、自動車板金修理の仕事をしております。今回、

耕作地は、自作地の■■■平米、約■■■坪のみです。今回、申請があ

りました土地というのは、そこを通らないと今の耕作しているところに

は行けないと。今、無償で借りていますけれども、今回、売買の話があ

りました。ただ、市の規定で３０アール以下のものですから、実際には

売買できないんですが、資料３－２に例外規定がございます。この規定

に当たりますので、今回の申請は妥当だと思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  申請人に関する補足説明の前に、今、15番委員からもお話がございまし

たが、下限面積という部分について補足説明をさせていただきます。 

 議案書記載のとおり、本案件、譲受人である■■■■さんは、耕作面

積が■■■平米となっております。通常、これでは海老名市で定めてい

る下限面積要件の３０アールというものを満たしておりませんので、許

可要件を満たしていないということになりますが、この下限面積要件に

つきましても例外の規定がございます。 

 資料３－２をご覧ください。「農地法第３条の下限面積要件について」

という資料でございまして、１つ目の黒丸に、農地法第３条の許可要件

を記載しております。これのうち、（４）に下限面積要件というものがご

ざいまして、「権利を取得しようとする農地を含め、耕作面積が３０アー

ル（海老名市基準）以上であること」でございます。２つ目の黒丸に、

その下限面積要件の例外というものを記載しております。例外の規定

は、農地法施行令第２条第３項第３号というところにございまして、そ

の条文を抜粋して転記しておりますので、読み上げさせていただきます。

「その位置、面積、形状等からみてこれに隣接する農地と一体として利

用しなければ利用することが困難と認められる農地につき、当該隣接す

る農地を現に耕作又は養畜の事業に供している者が権利を取得するこ

と」。簡単に申し上げますと、取得しようとする農地の位置でしたり、面

積、形などを見たときに、その筆単独で所有するのでは効率的な利用が
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難しく、その筆に隣接する農地を耕作している人が取得するのが一番よ

いと認められるような場合には、その案件に関しては下限面積要件は問

われないというような趣旨の規定でございます。 

 資料３－１に戻っていただきまして、写真をご覧いただければと思い

ます。今回の申請地は、写真に映っている右側、東側は住宅、西側が水

路を挟んで駐車場、北側、写真の奥のほうは畑になっておりまして、南

側、ちょっと映っていない手前側のほうが海老名市道になっておりま

す。譲受人である■■■■さんは、そのうち写真の奥側にある畑の耕作

者でございまして、奥の畑もこの申請地を通らなければ入っていけない

という位置関係にございます。現在、■■さんは奥の畑に入っていくた

めには、この申請地を地権者さんのご厚意によって通らせてもらってい

るという状況だそうですが、今後も奥の畑は耕作を続けていくというこ

とを考え、自身の土地として取得したいとのことです。また、面積も■

■平米と小さく、このような位置、面積、形状等の状況を踏まえ、隣接

地権者及び耕作者である■■■■さんが所有するのがよいと考えまし

て、下限面積要件の例外が適用できると考えております。このことに関

しまして、５月３１日に地区担当委員の15番委員とも相談いたしまし

て、検討した経過がございます。以上が下限面積要件の例外についてで

ございます。 

 続きまして、譲受人世帯の農業への従事状況に関する補足説明をいた

します。 

 ■■■■さんの世帯の農業への従事状況は、■■さんと、その妻の■

■さん、子の■■■さんの３人が農業従事者だそうです。また、■■さ

んの農業経験年数は３０年、従事日数は、年間９０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２５０日、■

■さんの子の■■■さんの農業経験年数は３年、農業従事日数は、年間

２５０日だそうです。■■さんの世帯の現在の耕作面積は、畑が■■■

平米です。機械は、耕運機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
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ても、譲受人として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。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13番委員。 

【13番委員】  昨日、現地を確認いたしましたところ、入り口の今囲ってあるところに

ついては、多少砂利がありましたけれども、砂利を拾えれば、直ちに畑

として耕作できるような状況でございます。また、奥のほうに、今、事

務局で説明がありましたように、畑がつくってありました。たまたま現

地を確認したときに、■■さんご本人がおられまして、奥も私が作物を

つくっているんだよというような、非常に農業に対する意欲があるとい

う格好で、そこについては十二分、砂利を拾えれば、農地として使える

状況であったと確認いたします。 

 以上です。 

【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、採決をさせていただきたいと

思います。 

 受付番号１９について、賛成の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  賛成全員でございます。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。 

 次に、議案書７ページ、日程第２、議案第４８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３について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地法第４条及び第５条では、農地を転用する場合、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
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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３、申請地は、望地■■■■■■■、登記簿地目、畑、■■

■平米のうち■■■■■平米、ほか３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、仮設休憩所及び仮設駐車場としての一時転用で

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、建物の図面をお配

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。15番委員。 

【15番委員】  この■■■■は、数カ月前に同じ隣接道路用の土地の申請がありまし

た。今回、仮設休憩所、駐車場というのは、その工事に関する校舎とか

体育館を建てるに当たっての工事に関するものでございます。場所は、

自社所有でございまして、一時転用のものですから、特には問題ないと

思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  転用者である■■■■■■■■が、工事に伴う従業員の仮設休憩所及び

仮設駐車場として一時的に農地転用したいという申請です。学校法人■

■■■は、校舎の建てかえ及びそれに伴う道路を新設するため、平成２

９年６月２９日付で農地転用の許可を受け、現在、その工事を行ってお

りますが、農地転用及び開発等の許可後に近隣住民の要望によって建物

の構造の変更や雨水の処理機能の増強を図るなどの見直しが必要にな

り、設計に変更が生じ、工事の工程が増加してしまったそうです。しか

し、平成３０年４月に学校を開校させるというスケジュールを変更する

ことができないため、より効率的に工事を行うことができるよう、従業

員のための広い仮設休憩所、仮設駐車場が必要となり、今回申請に至っ

たそうです。 

 資料４－１をご覧ください。農地の立地基準ですが、第２種農地で
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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にあることから判断できます。第２種

農地は、農地転用が申請にかか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、代替地がある場合には認められないというも

のですが、代替地がない場合にのみ許可となるという立地区分でござい

ます。今回の申請地は、■■■■■■■■の自己所有地であること、ま

た、新設道路の工事用地に隣接した農地であるということから、これ以

上の代替地はないと考えております。 

 続きまして、土地利用の計画です。資料４－２の土地利用計画図をご

覧ください。図面は、右側が北を指しております。申請地は、この図面

のちょうど真ん中に四角く囲われている部分です。申請地に鉄板を敷い

て養生し、畑との境に土のうを積んで、高さ２メートルの単管シートで

囲いを行い、仮設休憩所及び駐車場、トイレ等を設けるという計画で

す。駐車台数は３０台分、仮設休憩所は約６５平米程度の平屋の建物を

設置いたします。出入りは、現在工事中である、申請地から見て北側で

したり、東側の新設道路用地から行いまして、雨水は新設道路用地の南

東側のほうへ流れるというように勾配がついております。 

 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。資料４－３の上のＡ－Ａ断面というのが申請地を南北に切っ

たもの、下にあるＢ－Ｂ断面というのが申請地を東西に切った図面とな

ります。このうち、農地との境ですが、Ａ－Ａ断面、上の断面図のほう

の左側、方角で言うと南側に当たります。また、Ｂ－Ｂ断面図でも左

側、方角で言うと西側が畑との境となっております。隣接する畑はいず

れも■■■■の自己所有地ですが、土のう及び単管シートによって被害

防除を図る計画となっております。被害防除の詳細図というものにつき

ましては、この断面図の右側に記載がございます。 

 続きまして、雨水の排水計画に関してですが、先ほど申し上げました

とおりでございまして、申請地内に水勾配というものを設け、工事中で

ある新設道路用地へ雨水を流し、そちらで処理をするという計画となっ
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ております。 

 また、資料４－４には、仮設休憩所の図面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。 

 今申し上げていなかったんですが、一時転用の期間に関しましては、

平成３０年３月３１日まで、その日までには農地に復元するというもの

も含まれている計画となっております。 

 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13番委員。 

【13番委員】  昨日、申請地を見ましたところ、畑が芝のように低く草が刈ってあると

いう状況でございます。そしてまた、一時使用ということで、今事務局

で説明がありましたように、鉄板を敷くということで、来年の３月３１

日はまた外して戻すということであれば、昨日、現地確認をしたとこ

ろ、何ら転用についてはよろしいのではないかなと、かように思いま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「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８ページ、日程第３、議案第４９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８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】  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。 

 こちらは、先月、第７回の定例総会で継続審議となっていた案件でご

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。19番委員。 

【19番委員】  昨日、この現地調査に行ってきました。数年前までは農地だったみたい

ですが、現在は多少雑草が生えておりましたが、全く放置されていたよ

うな形跡はございません。時期柄、草が伸びる時期なので、このような

写真になっておりますけれども、数年前までは畑地として活用されてい

たと聞いております。農地以外の土地としての利用等も全く見受けられ

ませんので、今回、資材置場に転用することについては問題ないかと思

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】  本案件につきまして、先月、第７回の定例総会において、計画自体の隣

接農地への被害防除措置が不十分であること、隣接農地の地権者の同意

が得られていないことなどから、継続審議となった案件でございます。

より一層の被害防除を図るため、計画を見直し、図面の差しかえがござ

いましたので、変更点についてご説明をさせていただきます。 

 まず、１点目ですが、設置する擁壁に関しまして、コンクリートブロ

ック積みの上に砂利等の流出を防ぐため、ブロックをさらに１段設置

し、ブロック擁壁の頭は２０センチ出すという計画に変更がされており

ます。また、２点目、申請地の南側の３方向につきましては、砂利や残

土の流出、バックホーの越境等を防ぐため、２メートルの鋼板を申請地
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内側へ設置する計画となっております。また、３点目、鋼板を設置しな

い北側の３方向につきまして、ごみ等の飛散を防止する目的で、９０セ

ンチのネットフェンスをブロック擁壁の上に設置する計画です。これら

の措置をすることについて、東側に隣接する畑の地権者さんも図面を確

認いたしまして、被害防除に関しては、これならば問題ないという話を

聞いております。また、それによって隣地同意書の提出もございまし

た。 

 以上の状況から、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。13番委員。 

【13番委員】  昨日、現地を確認しました。今、事務局でも説明してあったように、ブ

ロックで周囲を囲んで、土砂の流出等を防ぐというようなことでござい

ます。また、排水については、敷地内の浸透でやるということで、確認

いたしました。一番確認というか、よかったなという点については、隣

の■■さんの隣地の確認がいただけたというようなことで、これについ

ては、先月から比べてよくなったのかなということでございます。 

 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、採決をさせていただきます。 

 受付番号８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８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５０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。 
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 受付番号２２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【管理係長】  当証明は、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

なものでございます。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。 

 議案書の９ページをご覧ください。受付番号２２、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８月２７日から平成２９年

８月２４日までとなっております。特例農地等の明細ですが、社家■■

■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、畑、市街化区域内の■■■平

米でございます。ほか１筆、議案書のとおりでございます。両筆とも生

産緑地の畑で、合計、■■■■■■平米です。事務局で８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】  事務局から説明がありました。これにつきまして、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２２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２２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、受付番号２３について、事務局から

提案説明をお願いいたします。 

【管理係長】  受付番号２３、被相続人は、国分南■■■■■■■■■、■■■、相続

人は、国分南■■■■■■■■■、■■■■でございます。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８月２４
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日まで、特例農地等の明細は、国分南■■■■■■■■、現況地目、

畑、台帳地目、畑、市街化区域内、■■■平米、ほか６筆、議案書のと

おりでございます。全７筆、生産緑地の畑で、合計、■■■■■平米で

す。事務局で８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】  事務局から説明がありました。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、採決をさせていただきます。 

 受付番号２３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２３については、承認とさせ

ていただきます。 

 続きまして、議案書１１ページ、受付番号２４について、事務局から

提案説明をお願いいたします。 

【管理係長】  受付番号２４、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８月２７日から平成２９年８月２４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、■■■平米の１筆でございます。生産緑地の畑です

が、事務局で８月１５日、現地調査したところ、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から、受付番号２４について、採決
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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２４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）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】  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３、申請地は、本郷字■■■■■■■■、登記簿地目、田、

■■■平米のうち■■平米です。転用者は、本郷■■■■■■、■■■

■、転用の目的は、農作業所及び仮設トイレ、施設の規模は、１９平米

です。資料は、資料６－１で、申請地の地図及び現地の写真、資料６－

２で、申請地の平面図、それから、本日、追加でお配りさせていただき

ました資料６－３及び資料６－４で、農作業所及び仮設トイレの立面図

等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。20番委員。 

【20番委員】  ハウスの脇に作業所と仮設トイレを置きたいという届け出なんですけれ

ども、この２つとも、ブロック等の上に簡単な基礎ということなので、

特に問題はないと思います。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますが、受付番号３について、承認とさせてい
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ただきますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、受付番号３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３について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】  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３、申請地は、本郷字■■■■■■■■、現況地目、畑、台

帳地目、畑、■■■■■平米のうち■■■平米です。土地所有者は、本

郷■■■■■■、■■■■、土地の使用者は、上今泉■■■■■■■■

■■■、■■■■■■■■、代表取締役■■■■、事業主は、勝瀬１７

５番地の１、海老名市長内野優、工事名は、公共下水道４０分区枝線工

事（その６）、目的は、発生土及び砕石類の仮置場として使用したいとの

ことです。使用期間は、平成２９年９月１日から平成２９年１１月３０

日までです。資料７－１に現地の案内図の写真、７－２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７－２をご覧ください。申請地は、筆のうち北側の区域で、資

材、残土や骨材を一時的に置くような土地利用の計画です。近隣への被

害防除としては、現況の畑に養生シート及び鉄板を敷き、周囲はカラー

コーン等で仮囲いするとのことです。特に問題はないと思われます。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。 



19

 以上でございます。 

【議  長】  ありがとうございました。それでは、地区委員の意見をお伺いいたしま

す。20番委員。 

【20番委員】  畑に資材や残土を一時的に置きたいという届け出ですけれども、畑の上

に鉄板とシートを敷いて、残土の周りには仮囲いをするということです

ので、特に問題ないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  これにつきまして、質疑のある方。いらっしゃいませんね。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、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１４ページから１９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２８から３６の９件と、農地法第５条の受付

番号８４から９３までの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。 

【管理係長】  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、その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ページから１６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ございます。届出期間につきましては、平

成２９年７月１日から７月３１日まで、受付番号２８から３６までの９

件で、田が4,601平米、畑が８９１平米、合計、5,492平米でございま

す。 

 続きまして、議案書１７ページから１９ページをご覧ください。農地
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法第５条第１項第６号の規定による届出でございます。届出期間につき

ましては、平成２９年７月１日から７月３１日まででございます。受付

番号８４から９３までの１０件で、田、932.85平米、畑、2,635平米、合

計、3,567.85平米でございます。これらにつきまして、専決処分で受理

したことを報告させてもらいます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。質疑のほうでございますが、一括して

質疑を受けたいと思いますが、質疑のある方、いらっしゃいますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  いないようでございますので、それでは、承認のほうも一括して承認を

したいと思います。 

 今説明がございました受付番号２８から３６の９件と、受付番号８４

から９３までの１０件について、一括して承認をさせていただきたいと

思いますが、承認をすることに異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  ご異議なしということでございますので、一括して承認をさせていただ

きます。 

 傍聴者の方でございますが、本日の定例会の案件は終了いたしまし

た。傍聴者の方は退室をお願いしたいと思います。どうもご苦労さまで

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。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  事務局からありますか。 

【主  事】  事務局からお知らせが１つございます。今日、机の上に配付させていた

だきました、右上に当日配付というふうに記載しております資料をご覧

いただければと思います。Ａ４でホチキスでとまっていて、後ろにＡ３

の図面がついている、当日配付と書かれた資料でございます。 

 こちら、近くを通られたりですとか、現地をご覧になってお気づきの

委員さんもいらっしゃるとは思いますが、６月の末から海老名市文化会

館の駐車場として、田へ盛り土の工事を行っております。工期は８月３
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１日までとなっており、８月の盛り土工事は今月末で終了する予定でご

ざいますが、農地転用の手続に関する経過につきまして、平成２７年、

前任の委員の皆様にはご報告をさせていただきましたが、その限りでご

ざいましたので、改めて経過をご報告させていただきたいと思っており

ます。 

 文化会館や図書館、総合福祉会館の駐車場として農地転用をしたいと

いう話が平成２７年の５月にございました。この事業に関しましては、

土地収用法という法律に掲げる事業に該当するというようであれば、農

地転用は許可が不要となるという仕組みがあることから、神奈川県へ照

会を行いまして、平成２７年６月２３日付で、土地収用法に掲げる地方

公共団体が設置するその他公共の用に供する施設というものに該当する

旨、神奈川県知事から通知がございました。２年前の当時、その通知を

受けてから１度工事を着工いたしましたが、一部残し、仮のような形で

完成となっておりました。今回残った部分の工事を着手し始めました

が、許可不要である事業の続きという扱いでおりますので、改めての手

続というものもなく、現在工事をしているものでございます。８月中に

土砂の盛り土工事は終了する予定ですが、今後、駐車場として整備をす

る工事というものがまたこの先始まる予定でございます。この件につき

まして、ご報告が遅くなってしまいまして、大変申しわけありませんで

した。 

 以上でございます。 

【議  長】  これにつきまして、質疑のある方、いらっしゃいますか。 

【４番委員】  図面のほうを、仮設計の図面の平面図で見ていると、入り口というか、

今現在、市道が真ん中で、中途半端でとまっちゃっていますけれども、

市道は今回、そのまま生かしておくのか、また、ここに通っている水路

はどのような今後の管理をされるのかについて確認したいんですけれど

も。 

【主  事】  今の段階で私ども事務局でお聞きしている話ということになるんですけ

れども、真ん中に通っている市道に関しては、駐車場の用地となること

で、なくなるというような話を聞いておりました。今現在、田んぼの間
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を通っている水路ということだと思うんですけれども、担当課、海老名

市の文化スポーツ課というところなのですけれども、担当課の考えとし

ては、駐車場の表面に流れている雨水を排水する水路として生かしたい

というような話を１度聞いていましたが、それに関しては、その地元の

地区担当委員さんでしたりとか、あと、生産組合長さんなどに相談をよ

くして、どうするかをそこで検討して決めるようにという指示を出して

いた経過がございます。それは６月中には文化スポーツ課のほうには指

示を出しております。その後、文化スポーツ課等から結果の連絡という

のが私どもになかったため、その後、この水路をどうするかというとこ

ろまで、今現在、私どもはわからない状況でございます。 

 以上でございます。 

【４番委員】  ここの水路に流された場合、用水路があふれる可能性がありますので、

または逆流してしまうことがあります。上郷地区からこの県道を超えた

ところで丁字路の用水路になっていますので、これ、逆流してしまうお

それもありますけれども、両方ともあふれてしまうというのが２件あり

ますので、その点を踏まえて、ここに流されるのは、全部流されてしま

うと、万が一の場合のときには被害を受ける可能性がありますので、ご

注意というか、どのような方向性を今後持っていただけるのか、確認し

たいと思います。 

 また、水路をなくしてしまうというか、上の市道のほうもなくしてし

まうのであるならば、今後ここの水路は完全に遮断してしまうのかな

と。今現在、水も２年ぐらい前から来なくなってしまったんですね。そ

の点で私のほうは聞いていなかったので、それもちょっと確認しておき

たいんですけれども。 

 これ、高さは今の現状のというか、仮設というか、進めていますけれ

ども、この高さのままなのでしょうか。また、手前のほうにある畑で盛

り土がされている部分との境ですね、かなり高さがありますけれども、

この泥とかがそのままの状態ですと、かなり流出しますので、その点の

対処をどのようにするのか、確認をもうちょっとお願いいたします。 

【主  事】  事前に高さに関しての話は聞いておりまして、高さに関しては、前面を
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通っている道路、県道４０号と書いてあるところと、下門線と言われて

いる道路と、あと、既存の今できている駐車場と、全てレベルを合わせ

るという話は聞いておりました。図面でいただいているわけではないの

で、図面で確認できているわけではないんですけれども、お話としては

聞いておりました。そのほか、水路の関係については、そういうおそれ

がありそうだというのは、私どもからも担当課にお伝えさせていただき

まして、とにかく１度、その担当課のほうからも説明にいかないことに

は、詳しいお話、その事業を直接担当している課でないとわからない部

分も多いと思いますので、上郷の土地であるんですけれども、河原口の

そこの用水路のほうまで影響が出てしまいそうということで、河原口の

地区の生産組合長さんでしたり、４番委員、地区担当委員さんでしたり

とかにも説明にいくようにという話は、改めて重ねて伝えるようにいた

します。 

【４番委員】  わかりました。 

【２番委員】  この件につきましては、今日、この書類が出たので、私もこういう駐車

場にするという話は薄々聞いているんですが、具体的な施工方法とか、

状況については、市のほうから何も連絡がないわけですね。こういうの

が今後、市の道路のほうに関しても同じなんですが、収用か何かで工事

が入ると、農業委員会の許認可は要らないから関係ないような感じで、

ほとんど工事が進むわけですよ。我々も地区担当委員として、地元の人

から、あれは何だと、指摘を受けても事前に説明がないから、今日もそ

れで、これじゃ困るということで、私だけじゃなく、河原口のほうの用

水の関係もあるので、農政課と文化スポーツ課ですか、それが来て、説

明をしてくれないかと。我々も農家の方々から、どういう状況になって

いるか、確認をとりたいと言われましたので。今後も収用の関係で、市

が道路等を作るときに、農業委員会、関係ないよと、許認可の関係と

か、説明内容で、そのまま進むケースがあるんですよね。道路の関係も

そうだったんですが。上郷の道路の市道をつくっているのも同じ状況

で、どういう状況になっているのか、買収が済んで荒廃地になっている

のか、その辺も全然読めないので、その辺を今日申し入れました。農政
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課のほうから担当課に電話を入れて、今日、昼、打ち合わせがありまし

たので、その次に農政課長も責任を持って対応しますということを受け

ていますので、今回のこの件に関しては、上郷と河原口の地区担当委員

に説明してくれるということで、今日、話をしました。今までも農業委

員の許認可関係なく、こういう収用だと、農地をこういうことで使うと

なると、どうしても事前に話がないので、地元のほうも、農業委員、生

産組合長までも話が通っていないような感じも見受けられるので、その

辺、市のほう、改善してもらいたいなと思います。 

 事務局のほうでその辺。 

【議  長】  この工事、今月いっぱいで終わり？ 

【事務局長】  盛り土だけなんです。 

【２番委員】  盛り土だけなんですよ。あれから上は、駐車場の工事ということで、あ

れにまた土を盛るんですよ。平らにするんです。 

【事務局長】  実際使えるようになるのは今年度末、最終的には。 

【議  長】  暫時休憩させていただきます。 

          （休 憩） 

【議  長】  再開します。 

 最後になりますが、もう１回聞きます。委員の方でありますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、２番委員から閉会の挨拶をお願いいたします。 

【２番委員】  何か変な季節が、ずっと雨ばかりで、農作物へ影響が出そうで、嫌だな

と思ったんですけど、やっと暖かくなりましたので、今後とも農業に精

出して、事故のないように、よろしくお願いします。今日はありがとう

ございました。 

（終了 午後３時３０分） 


