
平成２９年第９回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成２９年９月２６日

                           １３時３０分～１４時２５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９回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成２９年９月２６日「平成２９年第９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51号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 日程第２ 議案第52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３ 議案第53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54号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認について 

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  農業用施設用地に係る転用届出について 

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】  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名の方も全員出席をいただいておりまして、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、３番委員、４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。ございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ご質問がないようでございますので、報告につきましてはこの程度に

させていただきたいと思います。 

 本日は傍聴希望者がございます。傍聴につきましては、農業委員会会議

規則第１４条では、委員会の会議は公開とすると規定されておりますの

で、この規定に基づき、傍聴の許可をしたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって傍聴を許可します。傍聴人を入室させて

ください。 

 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５１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９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】  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９、申請地は、本郷字■■■■■■■■、登記簿地目、畑、■

■■平米、同■■■■■、登記簿地目、畑、■■■平米、合計、■■■平

米です。現況は、農業振興地域の畑です。転用者は、綾瀬市上土棚中■■

■■■■■■、■■■■■■■■、代表取締役■■■■、譲渡人は、藤沢

市石川■■■■■■■■■、■■■■、転用の目的は、資材置場及び車両

置場、権利の種類は、賃借権の設定です。現地の案内図は、資料１－１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。12番委員。 

【12番委員】  昨日、調査しましたけれども、周りをコンクリートブロックで囲うと

いうことで、周りへの農地の被害はないと思いますので、特に問題はない

と思います。 

 以上です。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  査】  重機のリース及び運送業を営む■■■■■■■■が、資材置場及び車

両置場を確保するため、農地転用したいという申請です。■■■■は、綾

瀬に本社を持つ会社ですが、海老名市、神奈川県内等で事業を行ってお

り、現在の置場は申請地の南西側すぐの場所にあります。業務拡大によ

り、現在の置場が手狭になったため、新しい置場と従業員の通勤車両の駐

車場を探していたところ、■■■■代表者の父が所有する申請地が使用で

きることとなり、申請に至ったそうです。現在の置場は、９月１３日に事

務局でも現地を調査し、資材置場及び駐車場として使用されている状況を

確認しております。 

 続きまして、資料１－１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ま
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たは公共施設もしくは公益的施設が連たんしてい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１－２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板で

囲い、資材置場及び車両置場とする計画です。資材は、足場パイプ、ワイ

ヤーロープ、吊具、トラック部品、タイヤを置き、搬入には２トントラッ

クを使用する予定と聞いております。車両は、従業員の通勤車両１０台を

置く予定となっております。また、雨水の排水計画についてですが、申請

地を砂利舗装し、敷地内で浸透処理をする計画です。 

 引き続きまして、断面をご覧いただきたいと思います。資料１－３をご

覧ください。図は、上が北を指しておりまして、下のＡ－Ａ´が申請地を

東西に、左のＢ－Ｂ´が申請地を南北に切った図面になります。 

 下のＡ断面をご覧ください。右側が東となり、畑と隣接しておりまし

て、高低差はありませんが、コンクリート板を埋め込み、頭を３０センチ

出して区切りをする計画です。また、左側、西は資材置場と隣接しており

まして、こちらも高低差はありませんが、同様にコンクリート板にて区切

りをする計画です。 

 次に、左側のＢ断面です。上側が北となり、海老名市道と隣接しており

ます。高低差はありませんが、先ほど同様にコンクリート板にて区切りを

する計画です。下側、南側が進入部となりますが、こちらも海老名市道と

隣接しております。高低差はなく、出入り口として使用する部分を除き、

コンクリート板にて区切りをする計画です。いずれもコンクリート板の頭

は３０センチほど出る計画であると聞いております。 

 なお、昨日の現地調査時に、進入路となる南側の海老名市道は幅員の狭

い未舗装道路であり、主に農業者が使用するため、資材搬入に２トントラ

ックを使用すると路面が傷み、周辺の農業者の通行に支障を来すおそれが

あるとの意見が出されました。そのため、路面が傷んだ場合の対応につい

て、道路管理者である海老名市道路管理課に確認したところ、路面の修繕

を事前に指導することはできないが、あらかじめ業者と調整し、路面が傷

んだ場合には業者が修繕するようにお願いすることはできるとのことでし
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た。事務局としては、路面の修繕については、あらかじめ道路管理者と調

整し、その指示に従うよう指導したいと考えております。 

 また、図面には記載がありませんが、工事完了後、使用を開始してから

４月ごろにコンクリート板の上に鋼板を設置する予定であり、事業計画書

及び申請書にも鋼板を設置する予定である旨の記載がございます。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。 

 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。９番委員。 

【９番委員】  昨日、現地調査をいたしまして、申請地の状況は、少し雑草は生えて

おりましたけれども、よく管理されておりました。今の説明にありました

とおり、周辺農地への土砂の流出等については、周囲をコンクリート板で

設置する計画がされております。あるいはまた、排水等についても敷地内

浸透ということでございますので、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。 

        （「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９について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号９については、承認とさせ

ていただきます。 

 続きまして、受付番号１０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１０、申請地は、杉久保南■■■■■■■■■、登記簿地

目、畑、■■■平米のうち■■■平米です。現況は、市街化調整区域の畑

です。転用者は、杉久保南■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、杉久保

南■■■■■■■、■■■■、転用の目的は、自己住宅、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、被害防除

図、造成計画の平面図及び断面図、土どめ構造図、フェンスの構造図、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】  続きまして、地区委員の意見をお伺いいたします。11番委員。 

【11番委員】  この件は息子さんの住宅を建てるということで申請がありました。南

側の宅地があるんですけれども、あと、自己の畑ということで、別に問題

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】  申請人の■■■■さんが、その父である■■■■さんの土地を借り

て、農家分家として農地転用したいという申請です。■■■■さんは、現

在、ご両親、お姉さん、兄夫婦と一軒家で一緒に暮らしているということ

ですが、お兄さんの夫婦にもお子さんが２人いらっしゃいまして、合計で

８人で暮らしているとのことです。兄夫婦のお子さんも大きくなりまし

て、一緒に暮らすには家が手狭な状態となってしまっているとのことで、

住宅を新築することとしたそうです。 

 申請地は現在の住宅から非常に近く、親族の住居の近くに住みたいとい

う■■さんの希望を満たす土地であるため、当該地での申請に至ったそう

です。 

 資料２－１をご覧ください。農地の立地基準です。農地の立地基準は、

第３種農地です。これは、前面道路に水道管、下水道管が通っており、５

００メートル以内には２つ以上の医療施設、教育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。 

 続きまして、資料２－２の土地利用計画図をご覧ください。図面は、上
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が北となっております。申請地全体を前面道路、東側の道路と同じ高さま

で盛り土し、転圧後、建築面積49.50平米の住宅を建築する計画です。畑

と接しているのは、西側と南側、図面でいうと左側と下側になりますが、

こちらは申請人の譲渡人である■■■■さんの土地でして、農地との境に

はコンクリートブロックとアルミフェンスを設置します。また、北側の住

宅との境には既存の擁壁がありますが、そちらはそのまま生かす計画で、

東側に面している市道８８８号線から出入りをするという計画になってお

ります。また、雨水及び汚水の排水計画については、雨水につきまして

は、建物が建つ北側のところに５メートルの雨水浸透施設と書いてある施

設がございます。こちらを設置して敷地内で浸透処理をします。また、汚

水につきましては、駐車場予定地と図面の右上のほうに書いてありまし

て、こちらに合併浄化槽と汚水の浸透施設を設置して、同じく敷地内で浸

透処理をする計画となっております。 

 続きまして、土地の造成計画です。資料２－４をご覧ください。資料２

－４は、造成の平面図でございまして、色が申請地についております。こ

ちらが盛り土をあらわしておりまして、申請地は、全面盛り土をする計画

です。また、この図面に断面の箇所が表示されております。Ａ～ＡからＤ

～Ｄまで、４つ断面がございまして、こちらは資料２－５の断面図に対応

しております。 

 資料２－５の断面図をご覧ください。一番上からＡ～Ａ断面とＢ～Ｂ断

面図が申請地を東西に、また、Ｃ～Ｃ断面とＤ～Ｄ断面が申請地を南北に

切った断面となります。それぞれの断面の図の真ん中のところに、文字が

小さくて申し訳ないのですけれども、ＦＨ10.00という表記がございま

す。これが敷地の計画高になっておりまして、前面の道路と同じ高さとな

っております。農地との境界は、Ａ～Ａ断面、Ｂ～Ｂ断面の２つの断面の

場合は左側、方角的に西側です。こちらは高低差が約４０センチほどつい

ておりますが、コンクリートブロックによって土どめをします。また、Ｃ

～Ｃ断面、Ｄ～Ｄ断面、下側の断面ですけれども、こちらについては、右

側、方角でいうと南側になります。こちらが畑との境界となっておりまし

て、こちらは、高低差が場所によって１０センチから４５センチほどつく
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計画となっておりますが、こちらもコンクリートブロックで土どめを設置

する計画です。なお、ブロックは高低差に応じて１段から３段積む計画と

なっておりまして、ブロックの頭は敷地から１０センチ出る計画となって

おります。さらにその上に高さ６０センチのフェンスを設置するという計

画となっております。設置する土どめの構造図は資料２－６、また、フェ

ンスの構造図は資料２－７にございますので、そちらを参考にご覧くださ

い。これらを設置することによって、土砂の流出や崩壊等が防がれる計画

となっております。 

 また、建物につきましては、資料２－８と資料２－９に平面図、資料２

－１０に立面図をお配りしておりますので、こちらも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。９番委員。 

【９番委員】  申請地の状態は、農地としてよく管理されておりました。今、説明に

ありましたとおり、周辺農地への土砂の流出は、周囲をコンクリートブロ

ックで囲むというふうなことで、それと、雨水や汚水については敷地内の

浸透ということでございまして、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、受付番号１０について、質疑のある方。ございませんか。 

        （「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、質疑、意見もないようでございますので、採決に移りたい

と思います。 

 受付番号１０について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 
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 次に、議案書７ページ、日程第２、議案第５２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】  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

になっております。 

 議案書７ページをご覧ください。受付番号４、被相続人は、綾瀬市早川

■■■■■■、■■■■、相続開始年月日は、平成２８年１２月３０日、

相続人は、綾瀬市早川■■■■■■、■■■■、生年月日は、昭和２２年

２月２０日、続柄は長男、職業は農業です。特例農地等の明細ですが、大

谷字■■■■■■■■、現況地目、田、市街化区域外、■■■平米、ほか

２筆、議案書のとおりです。１筆が農振農用地区域内の田、２筆が農業振

興地域内の田で、合計、■■■■■平米です。９月１３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、続けて補足説明をさせていただきます。こちら、申請人は綾瀬市

の農家であるため、綾瀬市農業委員会事務局へ聞き取り調査を行いました

ので、その結果をご報告いたします。 

 被相続人である■■■■さんの生前の農業経営の状況ですが、綾瀬市の

平成２８年の農地台帳では、農業の経営主として搭載されており、所有

地、耕作地に、農地法違反や荒廃地化しているような農地はなく、機械

は、耕運機、田植機、コンバイン、トラクター、バインダー等を所有して

いたそうです。また、相続人である■■■■さんの現在の農業経営の状況

ですが、農作業従事日数は年間２００日、同じく、所有地、耕作地に、現

在、農地法違反や荒廃地化している農地はなく、機械の所有状況も先ほど

と同じでございます。また、■■■■さんの奥さんの■■■さんも農業従
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事者で、農業従事日数は年間６０日だそうです。■■さんは、申請地であ

る■■■■■平米、海老名市で農地を所有しているほか、綾瀬市に■■■

■■平米畑を所有しており、海老名市分と合わせて■■■■■平米の耕作

を行っている農家でございます。今後も引き続き農業経営を行う旨、申請

書へ記載があります。これらから、この案件につきまして問題ないと思わ

れます。 

 以上でございます。 

【議  長】  提案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、採決をさせていただきま

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８ページ、日程第３、議案第５３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２５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】  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

要なものとなります。過去３年間において相続税の納税猶予を受けている

農地を農地として適正に管理されているかという部分を農業委員会が証明

します。 

 議案書の８ページをご覧ください。受付番号２５、被相続人は、上今泉

■■■■■■■■■、■■■■、相続人は、上今泉■■■■■■■■■、

■■■、引き続き農業を行っている期間は、平成２６年１１月２７日から

平成２９年９月２６日までです。特例農地等の明細ですが、上今泉■■■
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■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、農振農用地区域内、■■■平

米、ほか３筆、議案書のとおりです。１筆が農振農用地区域内の田んぼ

で、３筆が生産緑地の畑で、合計、■■■■■平米、事務局で９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】  事務局から提案説明がございました。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２５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２５については、承認とさ

せていただきます。 

 続きまして、議案書９ページでございます。受付番号２６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】  被相続人は、杉久保■■■■■、■■■■、相続人は、杉久保南■■

■■■■■■、■■■■、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９月２６日までです。特例農地等の明細です

が、上河内字■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、農業振興地

域内、■■■平米、ほか５筆でございます。１筆が農業振興地域内の田ん

ぼで、５筆が生産緑地の畑で、合計、■■■■■平米です。事務局で９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】  事務局から提案説明がございました。質疑のある方。ございません

か。 

        （「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２６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２６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２７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２７、被相続人は、大谷北■■■■■■■、■■■■■、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９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、■■■平米の１筆で、議案書のとおりでござい

ます。生産緑地の畑です。事務局で９月１３日に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。特に問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から提案説明がございました。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２７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２７については、承認とさ

せていただきます。 

 次に、議案書１１ページ、日程第４、議案第５４号 相続税の納税猶予

に係る特例農地等の利用状況確認についてを議題といたします。 
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 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】  本件は、税務署からの調査で、相続税の納税猶予適用後２０年が経過

することによる納税猶予の特例適用農地の利用状況の確認に対して回答す

るものです。２０年というのは、相続税の納税猶予の申告期限から２０年

です。平成２１年１２月１４日までに相続を受けた方のうち、市街化調整

区域内のみについて農地の相続税納税猶予の特例適用を受けている方は、

相続税の納税猶予額が２０年営農を続けることで免除となります。表中の

申請面積とあるのは、２０年前に相続税の納税猶予を申請したときの面積

で、確認面積については、現在の農地台帳の面積を記載しております。 

 議案書１１ページをご覧ください。受付番号８、相続人は、大谷南■■

■■■■■■■、■■■■、相続開始年月日は、平成９年３月１１日、特

例農地等の明細ですが、大谷南■■■■■■■、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。全て市街化調整

区域内の田畑で、田、■■■■■平米、畑、■■■■■■■■平米、合

計、■■■■■■■■■■平米です。事務局で９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８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８については、承認とさせ

ていただきます。 

 引き続きまして、議案書１２ページ、受付番号９について、事務局から
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提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号９、相続人は、綾瀬市深谷上■■■■■■■■、■■■■、

相続開始年月日は、平成９年５月１７日、特例農地等の明細ですが、社家

字■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、■■■■■平米、市街

化調整区域内の田です。事務局で９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】  事務局から提案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９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９については、承認とさせ

ていただきます。 

 引き続きまして、受付番号１０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１０、相続人は、中新田■■■■■■■■■、■■■■、相

続開始年月日は、平成９年６月５日、特例農地等の明細ですが、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。全て市街化調整区域内の田畑で、田、■■■■■平

米、畑、■■■平米、合計、■■■■■平米です。事務局で９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】  提案説明が終わりました。 

 質疑のある方。 
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        （「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１０について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号１０について、承認とさせ

ていただきます。 

 引き続きまして、議案書１３ページでございます。受付番号１１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１１、相続人は、上郷■■■■■■■、■■■■、相続開始

年月日は、平成９年６月２８日、特例農地等の明細ですが、下今泉■■■

■■■■、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。全て市街化調整区域内の田で、合計、■■■■■平米で

す。事務局で９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、採決をさせていただきま

す。 

 受付番号１１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１１について、承認とさせ

ていただきます。 

 引き続きまして、受付番号１２について、事務局から提案説明をお願い
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いたします。 

【主  査】  受付番号１２、相続人は、綾瀬市小園■■■■■、■■■■、相続開

始年月日は、平成９年７月４日、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、■■■平米、ほか１筆、議案

書のとおりです。全て市街化調整区域内の田で、合計、■■■■■平米で

す。事務局で９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】  事務局から提案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１２について、採

決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、受付番号１２については、承認とさ

せていただきます。 

 引き続きまして、議案書１４ページでございます。受付番号１３につい

て、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号１３、相続人は、中河内■■■■■■、■■■■、相続開始

年月日は、平成９年７月１０日、特例農地等の明細ですが、中河内字■■

■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、田、■■■■■平米のうち■■■

■■平米、ほか１２筆、議案書のとおりです。全て市街化調整区域内の田

畑で、田、■■■■■平米、畑、■■■■■平米、合計、■■■■■平米

です。事務局で９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。 
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 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１３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１３については、承認とさ

せていただきます。 

 引き続きまして、議案書１５ページでございます。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  査】  受付番号１４、相続人は、上今泉■■■■■■■■■、■■■、相続

開始年月日は、平成９年８月１７日、特例農地等の明細ですが、上今泉字

■■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、■■■■■平米、ほか

１筆、議案書のとおりです。全て市街化調整区域内の田で、合計、■■■

■■平米です。事務局で９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】  提案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、採決をさせていただきま

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。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。 
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 次に、議案書１６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５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を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。 

 それでは、議案書の１６ページをご覧ください。受付番号５、申請地

は、国分北■■■■■■■■■、登記簿地目、田、■■■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、事務所及び車両置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は、資料３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６３年１２月１１日より、隣接する

自動車修理工場の事務所及び車両置場として使用を開始し、現在に至って

いるとのことです。当該申請地は、農地転用の許可を受けた経緯はありま

せん。８月２８日に農地小委員会の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、現況は事務所及び車両置場として利用さ

れていることを確認しました。また、固定資産税の公課証明を確認し、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おり

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しました。 

 以上、報告になります。 
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【議  長】  それでは、続きまして、農地小委員会委員長の15番委員、お願いいた

します。 

【15番委員】  この申請地は、先月ですか、３条の申請がありました土地の南側に位

置しております。所有者は同じ■■■■さんでございます。こちらは親の

代から２０年以上、修理工場、板金工場を経営していまして、自社の車置

場、駐車場として利用しております。周りには特に農地とかはなく、この

申請は特に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。質疑はございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますので、それでは、受付番号５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】  異議なしということでございますので、受付番号５については、了承

とさせていただきます。 

 次に、議案書１７ページ、（２）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】  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

例外に当てはまるものかどうかを届け出によって農業委員会が確認すると

いうものです。 

 受付番号４、申請地は、杉久保南■■■■■■■■、登記簿地目、畑、

■■■平米のうち■■■平米、転用者は、杉久保南■■■■■■■、■■

■■、持分４９２分の３３０、■■■■、持分４９２分の１６２、転用の

目的は、農業用倉庫、施設の規模は、■■■■■平米です。資料４－１に

現地の案内図と写真、資料４－２に土地利用計画図、資料４－３、４－４

に、建物の平面図と立面図をお配りしております。 
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 また、続けて補足説明をいたします。この案件につきましては、昭和６

２年に農業用倉庫として既に転用しており、写真に映っている倉庫は既存

のものですが、農業委員会での確認がされていなかったため、事後ではご

ざいますが、届け出の提出をしていただき、今回、確認するものでござい

ます。農業用の目的で使われており、２アール未満であるため、特に問題

ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。11番委員。 

【11番委員】  これは農業用倉庫ということで、別に問題ないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  質疑のある方。いらっしゃいますか。 

        （「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４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】  ご異議なしということですので、受付番号４については、了承とさせ

ていただきます。 

 次に、議案書１８ページから２１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３７と、農地法第５条の受付番号９４から１０

２までの９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。 

 議案書の１８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８月１日

から８月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号３７番の１件

で、７４平米の畑でございます。 
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 続きまして、議案書１９ページから２１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ございます。届出期間につきまし

ては、平成２９年８月１日から８月３１日までの届出でございます。受付

番号９４番から１０２番までの９件で、田んぼが1,153平米、畑が

6,588.30平米、合計、7,741.30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。一括にて説明いただきましたので、

質疑のほうも一括にてお願い申し上げます。 

 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、それでは、これにつきまして、一

括して了承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】  ご異議なしということでございますので、農地法第４条の受付番号３

７と農地法第５条の受付番号９４から１０２までの９件につきまして、一

括して了承させていただきます。 

 次に、議案書２２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１０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】  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は、

権利を取得した者が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

場合にのみ、現地調査をします。 

 議案書２２ページをご覧ください。受付番号１０、中新田、■■■■さ

んの死亡による相続でございます。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１１月１４日、権

利を取得した事由は、相続、取得した権利は、所有権でございます。農業

委員会によるあっせん等の希望はございませんでした。土地の所在です

が、中新田■■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、■■■■■



22

平米、ほか４筆、議案書のとおりでございます。 

 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。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が、受付番号１０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】  ご異議なしということでございますので、受付番号１０について、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。 

 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。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  事務局からございますか。ありませんか。 

 その他、何も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】  刈り入れ時期ということで、皆さんお忙しい中、ご出席いただきまし

て、ありがとうございます。このほかは特にございませんので、よろしく

お願いします。 

（終了 午後２時３５分） 


