
平成３０年第１回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成３０年１月２５日

                           １３時３０分～１４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３０年第１回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成３０年１月２５日「平成３０年第１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１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２号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

 日程第３ 議案第３号 農用地利用集積計画（案）について 

 日程第４ 議案第４号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について 

   日程第５ 議案５5号 農地法第３条の下限面積に代わる「別段の面積」の設置につい 

て 

審議事項は次のとおりである。 

⑴  農地造成工事施工届出書について 

⑵  農地の賃借料情報について（報告） 

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名の方も全員出席していただいて、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、農業委員会会議規則第１３条第２項によりまして議事録署名委

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、12番委員、13番委員を指名させていただ

きます。 

 それでは、４．報告事項の３ページから７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、何か質問

がありましたらお願いをいたします。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  報告ですから、それでは、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、認めさせていただき、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８ページ、日程第１、議案第１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】  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
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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１、申請地は、大谷字■■■■■■、台帳地目、田、現況地

目、畑、■■■平米、同■■■■、台帳地目、田、現況地目、畑、■■

■平米、合計、■■■■■平米です。譲受人は、国分南■■■■■■■

■、■■■■、譲渡人は、国分南■■■■■■■■、■■■■、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伺いいたします。15番委員。 

【15番委員】  ■■■■さんは、■■さんの息子でございます。今現在、サラリーマ

ン、勤めていますけれども、もう１０年ぐらい一緒に農業には従事して

おります。生前贈与でございます。息子さん、引き続き同じ耕作をする

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】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  申請書及び農家台帳の情報をもとに、■■さんの農家世帯としての状況

について補足説明をさせていただきます。 

 ■■さんの世帯の状況は、■■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、■■■■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４０

年、農業従事日数は、年間２６０日、■■さんの妻の■■■さんの農業

経験年数は２５年、農業従事日数は、年間１８０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１１０日だそ

うです。■■さん世帯の現在の農業経営面積は、畑が■■■■■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
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１台をリースにより確保、また、耕運機１台、トラック１台等を所有し

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９番委員。 

【９番委員】  昨日、現地を調査いたしました結果、現在、野菜が作付されておりまし

て、よく管理されておりました。世帯内贈与ということなので、特に問

題ないと思います。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、受付番号１について、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１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。 

 次に、議案書９ページ、日程第２、議案第２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】  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。 

 受付番号１、被相続人は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、相続

人は、大谷北■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている
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期間は、平成２６年１１月２８日から平成３０年１月２５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、■■■■■平米のうち■■■■■■■■

平米です。現地は、生産緑地の畑です。事務局で１月１２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】  受付番号１について、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１について、賛成の方の挙手をお願いいたします。 

          （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、議案書１０ページ、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、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３０年１月２５日までです。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、市街化区域外、■■■平米、ほか６筆、議案書のとおりで

す。６筆が農振農用地区域内の田、１筆が農業振興地域内の田で、合

計、■■■■■平米です。事務局で１月１２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】  受付番号２について、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） 
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【議  長】  質疑、意見もないようでございますから、受付番号２について、採決を

させていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１１ページ、日程第３、議案第３号 農用地利用集積計

画（案）について「貸し借り」を議題といたします。 

 受付番号１についてですが、■番委員が関係人として、農業委員会に

関する法律第３１条の議事参与の制限に該当しますので、本案件の審議

終了まで退席をお願いいたします。 

        （■番委員退席） 

【議  長】  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  査】  農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りについて、当事者より

申し出がありましたので、農用地利用集積計画（案）を上程します。こ

の審議を経て、海老名市に対し計画案を送付し、農用地利用集積計画を

定めるよう要請します。海老名市は、それに基づき、農用地利用集積計

画を作成し、その公告があったときに権利の設定の効果が生じます。 

 議案書をご覧ください。受付番号１、借り手は、杉久保北■■■■■

■■、■■■■■■■■■■■■、代表取締役■■■■、貸し手は、大

谷南■■■■■■■■■、■■■■■、貸し借りする農地は１筆で、大

谷南■■■■■■■■■、現況地目、畑、■■■平米です。貸し借りの

種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、普通畑、貸し借りの期間は、

平成３０年２月１日から平成３２年１２月３１日までの３年間です。農

業振興地域内の新規の計画で、借り手は、市内の認定農業者です。 

 補足説明を続けて行います。１月１２日に事務局で現地確認をしたと

ころ、現地は農地として管理されていました。農用地利用集積計画の法

定要件が定められている農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要

件を満たしており、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 
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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１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。 

        （■番委員着席） 

【議  長】   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  査】  受付番号２、借り手は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、社家■■■■■■■、■■■、貸し借りする農地は３筆で、中河内

字■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、ほか２筆、議案書のとお

りです。貸し借りの種類は、賃借権の設定、利用目的は、水田、貸し借

りの期間は、平成３０年２月１日から平成３４年１２月３１日までの５

年間、借賃は、３筆合計で年額１万2,000円、借賃の支払い方法は、年末

に現金一括払いする計画です。農振農用地区域内及び農業振興地域内の

新規の計画で、借り手は、市内の認定農業者です。 

 補足説明を続けて行います。１月１２日に事務局で現地確認をしたと

ころ、現地は農地として管理されていました。農用地利用集積計画の法

定要件が定められている農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要

件を満たしており、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号２について、採決さ

せていただきます。 

 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２について、承認とさせてい

ただきます。 

 続きまして、受付番号３について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  査】  受付番号３、借り手は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、東京都新宿区余丁町■■■■■■■■■■、■■■■、持分２分の

１、東京都品川区上大崎■■■■■■■■■■■■■■、■■■■、持

分２分の１、貸し借りする農地は１筆で、大谷南■■■■■■■、現況

地目、田、■■■平米です。貸し借りの種類は、賃借権の設定、利用目

的は、水田、貸し借りの期間は、平成３０年２月１日から平成３４年１

２月３１日までの５年間、借賃は、年額１万円、借賃の支払い方法は、

年末に口座振り込み払いする計画です。農振農用地区域内の新規の計画

で、借り手は、市内の認定農業者です。 

 補足説明を続けて行います。１月１２日に事務局で現地確認をしたと

ころ、現地は農地として管理されていました。農用地利用集積計画の法

定要件が定められている農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要

件を満たしており、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号３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３について、承認とさせてい

ただきます。 

 続きまして、議案書１２ページ、受付番号４について、事務局から提
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案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号４、借り手は、綾瀬市早川■■■■■■、■■■■、貸し手

は、柏ケ谷■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は１筆で、中新田

字■■■■■■、現況地目、田、■■■平米です。貸し借りの種類は、

賃借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、平成３０年２月

１日から平成３０年１２月３１日までの１年間、借賃は、年額8,810円、

借賃の支払い方法は、年頭に現金一括払いする計画です。農業振興地域

内の新規の計画で、借り手は、綾瀬市の農業者です。 

 補足説明を続けて行います。１月１２日に事務局で現地確認をしたと

ころ、現地は農地として管理されていました。農用地利用集積計画の法

定要件が定められている農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要

件を満たしており、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  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４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４について、承認とさせてい

ただきます。 

 次に、議案書１３ページ、日程第４、議案第４号 生産緑地に係る農

業の主たる従事者についての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  査】  生産緑地地区制度には、農地の所有者の権利救済の観点から、次の３つ

の場合に、市町村に対して時価で生産緑地を買い取るように申し出るこ

とができる仕組みがあります。１つ目は、生産緑地に指定されてから３

０年が経過した場合、２つ目が、農林漁業の主たる従事者が死亡した場



10

合、３つ目が、農林漁業の主たる従事者が農林漁業に従事することを不

可能とさせる故障を有することとなった場合です。２つ目と３つ目の場

合に、買い取りの申し出をするときには、農林漁業の主たる従事者の証

明を農業委員会から受ける必要があります。農林漁業の主たる従事者と

は、専業従事者、兼業従事者にかかわらず、農林漁業経営における中心

的な働き手、もしくは農林漁業経営に欠くことのできない者です。その

者が従事できなくなったため、当該生産緑地における農林漁業経営が客

観的に不可能となるような場合における当該者を言います。この主たる

従事者についての証明願が提出されました。市長へ生産緑地を買い取る

よう申し出ると、市が買い取るか買い取らないかの通知を申し出受け付

けの日から１カ月以内にします。市が買い取らない場合には、農林漁業

を行う希望者へのあっせんをして、あっせんが整わなければ、買い取り

申し出を受け付けた日から３カ月後に行為の制限の解除が申し出者に通

知されるという仕組みです。 

 議案書をご覧ください。受付番号１、申請者は、社家■■■■、■■

■■、買取り申出事由は、主たる農業従事者の故障、買取り申出事由発

生日は、平成２９年１２月１９日、申請者は、買取り申出事由発生者本

人です。買取り申出をする生産緑地は、社家字■■■■■、ほか１筆、

議案書のとおりで、合計、■■■■■平米です。現地の案内図と写真

は、資料２をご覧ください。事務局で１月１２日に現地確認をしたとこ

ろ、写真のとおり、農地として適正に管理されていました。また、申請

者の■■■■さんは５３歳で、平成２９年１月に提出された農家基本台

帳では、世帯の農業経営主として、年間農業従事日数、１２０日と記載

されています。提出資料の記載によると、病気のため入院中であり、農

作業に従事することが不可能とのことです。特に問題ないと思われま

す。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、受付番号１について、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 
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        （「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。 

 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。 

 次に、議案書１４ページ、日程第５、議案第５号 農地法第３条の下

限面積に代わる「別段の面積」の設定についてを議題といたします。 

 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条の許可にかかる審査要件の１つに、下限面積要件がありま

す。下限面積要件とは、農地の権利を取得する者が、権利取得後に耕作

を行う面積は一定の面積以上でなければならないとするものです。農地

法の本則では、その面積は原則５０アールとされていますが、各農業委

員会は、これにかわる別段の面積を定めることができるとされていま

す。海老名市では、この５０アールにかわる別段の面積を３０アールと

定めていますが、これは毎年修正の必要性を審議することとされており

ますので、農家基本台帳を更新したこの時期にご検討いただくため、提

案をさせていただくものです。 

 昨年の検討では、３０アール未満の農地を耕作している農家が、市内

全農家数の39.3％で、おおむね１００分の４０を下らないと判断したこ

とから、３０アールの下限面積について変更を行いませんでした。別段

の面積の設定基準は、農地法施行規則第１７条というところに定められ

ております。 

 議案書１４ページの一番下に条文が記載してあります。こちらの確認

をさせていただきます。１、設定区域は、自然的経済的条件から見て営

農条件がおおむね同一と認められる地域であること、２、別段の面積の

単位はアールとし、その面積は１０アール以上であること、３、別段の

面積は、設定区域内においてその定めようとする面積未満の農地または

採草放牧地を耕作または養畜の事業に供している者の数が、当該設定区

域内において農地または採草放牧地を耕作または養畜の事業に供してい

る者の総数のおおむね１００分の４０を下らないように算定されるもの
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であること、この３つが別段の面積の設定基準です。 

 議案書１４ページの表をご覧ください。別段の面積の見直しの数値資

料です。海老名市内の耕作面積別の農家数を表にしまして、１０アール

ごとに区切ってあります。一番上の行、海老名市全域というところの横

の行をご覧ください。平成３０年１月１日現在の農地台帳（農家基本台

帳）で把握している海老名市の総農家戸数は、７６９戸です。耕地面積

規模別農家数、単位は戸と書いてある、その右側の部分ですが、海老名

市全域では、１０アール以上２０アール未満の農地を耕作している農家

が１８６戸、２０アール以上３０アール未満の農地を耕作している農家

が１１９戸、３０アール以上４０アール未満の農地を耕作している農家

が８７戸、４０アール以上５０アール未満の農地を耕作している農家が

７３戸、５０アール以上の農地を耕作している農家が３０４戸ありま

す。合計農家数は７６９で、今申し上げた１８６、１１９、８７、７

３、３０４を足すと７６９になります。 

 次に、その右側です。耕作面積規模別農家数割合累積（％）と書かれ

ているところです。こちらを見ますと、２０アール未満の農地を耕作し

ている農家は、市内全体の農家数のうち24.2％、３０アール未満の農地

を耕作している農家数は、市内農家全体のうち39.7％、４０アール未満

が５１％、５０アール未満が60.5％という数字になっております。こち

らの累計、％のほうは、例えば３０アール未満の農地を耕作している

39.7％という数字の中には、２０アール未満の農地を耕作している

24.2％の方も含まれておりますので、累積の数字になっているというと

ころを注意して見ていただく必要がございます。全部の数字を足すと１

００％を超えてしまいます。 

 また、ここから別段の面積の検討をしていただければと思うのですけ

れども、事務局として次のように考えた案をお伝えさせていただきま

す。 

 まず、慣例から、旧海老名町の区域と旧有馬村の区域では、自然的経

済的条件から見て営農条件がおおむね同一であると考えております。ま

た、田んぼが１反およそ１０アールであることから、それを単位として
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１０アール刻みの面積区分を用いております。すると、耕作面積が現在

の下限面積である３０アールよりも小さい面積を耕作している農家数の

割合は39.7％で、おおむね１００分の４０、４０％と捉えることができ

ると考えました。実際、正確には４０％を下回る39.7％という数字です

が、議案書に書いてある設定基準の３番の一番下のところにあります、

「おおむね」百分の四十という「おおむね」というところで、おおむね

４０％と捉えることができると考えております。したがって、下限面積

を変更せず、３０アールのままとすることを提案いたします。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局からの提案に対しまして、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、事務局提案の現行の下限面積

３０アールの変更は行わない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、３０アールの変更は行わないというこ

とで承認をさせていただきます。 

 次に、議案書１５ページでございます。６．そのほか、法に基づく許

認可等の審議によらない案件を案件とします。 

 （１）農地造成工事施工届出書についてを案件といたします。 

 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】  農地造成は、農地の盛土、切土等によって、農地等の形質を変更するこ

とを言いますが、海老名市では、軽易な農地造成を行う場合には、海老

名市農地造成工事指導要綱に規定する届出をしていただくこととしてい

ます。具体的には、1,000平米以下で、高さ１メートル以下の盛土、切土

であって、耕作中断期間が３カ月以下のものについてが、この手続の対

象となります。 

 受付番号１、申請地は、今里字■■■■■■■、現況地目、田、■■

■平米、市街化調整区域の田です。土地所有者は、今里■■■■■■■
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■、■■■■、施工業者は、大谷南■■■■■■■■、■■■■■■■

■、代表取締役■■■■、申請地を畑として利用するための田から畑へ

の盛土の届出です。資料は、３－１に申請地の案内図と写真、３－２に

造成計画の平面図、３－３に断面図、３－４に擁壁の構造図をお配りし

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。18番委員。 

【18番委員】  ■■さんは、長年ここで田として耕作していたのですけれども、ここ

２、３年、水が入るぐあいが余りよくないということで、特に去年あた

りは、ポンプアップをして水を入れたということなので、これ以上、田

として耕作を続けるのは難しいと判断し、また、そのままですと荒らし

てしまうことになるので、盛土して、畑として耕作したいというような

ことで、また、盛土に当たっての造成工事に当たっては、隣接する地権

者の承諾も得ていますので、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  事】  造成計画について、補足説明をいたします。 

 資料３－２をご覧ください。平面図をお配りしております。こちら、

図面を文字の向きに沿って横にしていただきまして、その状態で、右側

が北を指しております。田面から８０センチ盛土し、東側と南側、こち

らの図面で言うと、下側と左側になります――に、Ｈ鋼とコンクリート

板による土どめを設置する計画です。西側及び北側は、駐車場と建物の

敷地になっておりまして、既存の擁壁があるため、そこへすりつけるこ

ととなっております。出入りは南側、左側のほうから2.5メートルの出入

り口を設けて、そこから行う計画です。 

 続きまして、資料３－３をご覧ください。こちらが断面図でございま

す。上のＡＡ断面が申請地を南北、下のＢＢ断面が東西に切った図面で

ございます。ＡＡ断面の左側が前面道路との境界でして、高低差は２０

センチでございます。前面道路から３０センチまでという海老名市の基

準を満たすような計画がされております。出入り口部分以外は、この高



15

さまで埋め、出入り口部分のみ、道路と同じ高さからスロープ状に上が

る計画がされております。 

 また、下のＢＢ断面の右側をご覧ください。隣接の田との境界です。

隣接田面からは８０センチの高低差がつきますが、Ｈ鋼とコンクリート

板の擁壁により、被害防除を行います。また、擁壁は頭が２０センチ出

るよう計画されておりますので、周辺の土地への被害防除が図られてお

ります。土は、東京都町田市内にある農地転用現場の畑から搬入すると

のことで、造成後は、タマネギ、エダマメ、スイカ、ハクサイ、ダイコ

ン等を作付する営農計画書の提出がございます。そのほか、隣接する農

地の所有者及び耕作者からの同意書の提出もございます。これらから、

この案件につきまして、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９番委員。 

【９番委員】  現地調査をした結果、現在、水田としてよく管理はされておるのです

が、水田の北側に駐車場ができたため、水回りが非常に悪くなったとい

うことから、そこを盛土して、田んぼから畑に改良するということでご

ざいますので、特に問題はないかと思います。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号１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】  受付番号１について、ご異議ございませんか。なければ、賛成の方は挙

手をお願いいたします。 

          （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２について、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

【主  事】  受付番号２、申請地は、本郷字■■■■■■■■、現況地目、畑、■■

■平米のうち■■■平米、ほか２筆、議案書のとおりで、合計、■■■

平米です。農業振興地域内の畑です。土地所有者は、本郷■■■■■■

■■、■■■■、施工業者は、座間市緑ヶ丘■■■■■■■■、■■■
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■代表■■■■、果樹畑から露地野菜の畑にするため、土壌改良を行い

たいという届出です。資料は、４－１に現地の案内図と写真、４－２に

造成計画平面図、４－３に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。20番委員。 

【20番委員】  受付番号２、本郷地区の■■■■さんが土壌改良を行うという案件で

す。昨年、南側のこの土地を同じ業者さんで土壌改良を行っています。

今回も畑を掘りまして残土を入れて、その上に赤土をかぶせるという内

容なのですけれども、現状、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  事】  計画について、補足説明をいたします。 

 資料４－２をご覧ください。平面図でございます。現地、切り盛りを

１メートル行い、造成をする計画となっております。周囲は３０度の法

面で処理をします。高さ等につきまして、資料４－３の断面図をご覧く

ださい。上のＡ－Ａ’が申請地を南北、下のＢ－Ｂ’及びＣ－Ｃ’が東

西に切った図面でございます。これらのうち３方向は、自身の農地の一

部ですので、影響等は特にないような計画になっておりますが、道路と

隣接しているのが、Ｂ－Ｂ’断面の左側とＣ－Ｃ’の左側になります。

同じ方角になりますので、こちらをご覧ください。道路との境界は、最

終的な１メートルの盛土を行うことによって、３０センチ、道路より高

くなるという計画がされております。ですが、１対1.8、角度で言うと約

３０度の法面によって処理をするということで、被害防除が図られてい

る計画です。この方法によって、周辺への土砂の流出、崩壊等がない被

害防除が図られております。土は、横浜市戸塚区内の農地転用現場の畑

から搬入するとのことで、畑の土として使用することに問題がないこと

を証する土質証明書の写しの提出がございます。また、造成後は、ダイ

コン、ハクサイ、ホウレンソウ、ジャガイモ等を作付する営農計画書の

提出がございます。 

 また、現地の状況について補足説明をさせていただければと思いま
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す。昨日、現地調査班でご覧になった委員の皆様は、現地でも見ていた

だきながらご説明をさせていただきましたが、現地は、真っ平らな畑と

いうわけではなく、隣地に山が少しできていたり、削れていたりしたか

と思います。資料４－１の写真を見ていただくと、その状況がおわかり

になるのではないかと思います。 

 こちらの経過について少しご説明をさせていただきます。先月、地区

担当委員の20番委員より、当該地に重機が入っているということで事務

局へご連絡があり、現地を確認いたしましたところ、確かに重機で土を

掘っているような状況がございました。業者へやめるよう指導したとこ

ろ、もともと果樹畑であったのを露地野菜を栽培する畑にするため、伐

採、抜根作業を行っているだけであり、その作業が終わり次第、土を入

れかえるための搬入、搬出を伴う切土、盛土を行う計画があるので、そ

のタイミングで農地造成の手続を行うつもりというお話でございまし

た。これを踏まえて、神奈川県へ相談を行ったところ、果樹の伐採、抜

根作業については、通常の農作業の一環で行われる行為であることか

ら、違法行為等には当たらないという判断がございました。また、正式

な農地造成は手続をするという意思があるとのことから、20番委員とご

相談をさせていただいて、当該地で作業を行っていることについては問

題がないという判断をいたしました。これらから、現在、資料４－１の

写真で見られるような現地の状況となっております。土地利用計画どお

り工事が行われれば特段問題がないものと事務局としては考えておりま

すが、南側で昨年、３メートル掘って、土を入れかえるということを同

じ地権者が行っておりますので、本案件についてご承認をいただけまし

たら、計画外のことが行われないよう注意し、定期的に事務局としても

現地を確認するつもりでございます。これらから、この案件につきまし

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９番委員。 

【９番委員】  現地調査をしました結果、先ほど事務局のほうからも話がありましたと

おり、現在、柿の木等の抜根作業が進められていました。約７、８０セ



18

ンチほど表土が削られておりまして、削り取った表土を細かい根をふる

いにかけて選別されているというような状況でした。話がありましたと

おり、こういう作業は農地の一環としてやられているということでござ

いますので、特に農地法に抵触することでもないということでしたの

で、現時点では問題ないと判断しますけれども、引き続き、注視する必

要があるというふうに思います。 

 以上でございます。 

【議  長】  質疑のある方。 

【13番委員】  質疑というよりも、確認させていただきたいと思うのですけれども、今

の■■さんの件と、これはその前、■■さんは終わってしまった、結果

が出たのですけれども、事務局では盛土を行うという説明でしたが、ど

こから土を持ってくるのか、今回も土壌改良というと、泥をどけて、ま

た新しい土を持ってくるということで、Ａ地点から持ってくる、という

ような条件のようなものはあるのですかね。どこの土ならここへ埋めて

いいよとか。要するに畑として使える泥ならどこから持ってきてもいい

よと、そういうふうなものがあるのですかね。ほかの市町村の話を聞く

と、その土はどこから持ってくるもので、どういう種類なんだよという

ような説明があると、聞いたのですが、その辺のところ、何か条件はあ

るのですか。 

【主  事】  農地造成に関する市への届出は、盛土する土について指導要綱等で基準

を設けているわけではないのですけれども、ただ、どちらから土砂を持

ってくるのかという搬入の経路でしたりとか、あとは、赤土でしたり、

どのような種類の土なのかというのは、申請書に記載をさせたり等で、

こちらが把握するように努めてはおります。大規模な農地造成の場合に

は、農地の一時転用ということで、神奈川県知事の許可をとるという仕

組みがございまして、その手続きをするときには、盛土する土が問題の

ないものであることを確認するために、土質証明という、環境に関する

法令で定められた証明書のようなのですけれども、その写しを提出させ

て、それをもって問題ない土だと確認をしております。許可を受けると

きにはそういう書類まで提出させております。 
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 以上です。 

【13番委員】  要するに、盛土をして、農家の人が畑として使える状況であれば問題な

いというふうに判断せざるを得ないということですね。わかりました。 

【議  長】  ほかに。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ほかにないようでございますので、受付番号２について、承認といたし

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

          （挙 手） 

【議  長】  異議なしということですので、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１６ページ、（２）農地の賃借料情報について（報告）を

案件といたします。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】  平成２１年の農地法改正により、標準小作料制度が廃止され、標準小作

料にかわり、農業委員会が地域ごとの賃借料の動向の情報を提供するこ

ととなりました。この情報は、農業委員会だよりやホームページなどで

公開してまいります。 

 議案書１６ページをご覧ください。海老名市農地賃借料情報、平成２

９年１月から１２月までに締結（公告）された賃貸借における１０アー

ル当たりの賃借料水準は、以下のとおりとなっております。１、田（水

稲）の部、平均額7,700円、最高額１万3,100円、最低額3,100円、データ

数は３８件（８３筆）です。２、畑（普通畑）の部、平均額１万1,900

円、最高額１万7,800円、最低額4,700円、データ数は１０件（２１筆）

です。算出の方法としましては、賃借権の設定の公告もしくは許可があ

った田４１件、畑１１件の１０アール当たりの賃借料のそれぞれの平均

値を算出いたしまして、この平均値から特別な事情のもとで賃借された

と推測されるもの、具体的には、平均のプラスマイナス７０％の範囲を

超えるものは除いた賃借料により算出しております。田３件（６筆）、畑

１件（１筆）が、この特別な事情のもとで賃借されたと推測されるもの

に該当したため、それを除いた田３８件（８３筆）、畑１０件（２１筆）

の賃借料から算出したものが、この議案書に記載されております。ま
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た、水稲で現物払いをしているという場合には、玄米６０キログラム当

たり１万７００円に換算しております。換算に当たりまして、ＪＡさが

み海老名営農経済センターのうるち米の買い取り価格を用いておりま

す。賃借料の金額は、算出結果の１００円未満を四捨五入し、１００円

単位としております。 

 以上でございます。 

【議  長】  農地の賃借料情報についてでございますが、質疑のある方。いらっしゃ

いませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  いられないようでしたら、農地の賃借料情報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、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１７ページから２８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７０から７４までの５件と、農地法第５条の

受付番号１２１から１２８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１７、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す。届出期間につきましては、平成２９年１２月１

日から１２月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号７０か

ら７４までの５件で、田、 1,286.47平米、畑、 1,735平米、合計、

3,021.47平米です。 

 続きまして、議案書の１９ページから２８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
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は、同じく平成２９年１２月１日から１２月３１日までの間に届出がさ

れたものです。受付番号１２１から１２８までの８件で、田、7,505平

米、畑、５万2,455.55平米、合計、５万9,960.55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。質疑は一括してお願いいたします。ご

ざいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでございましたら、受付番号７０から７４までの５件と、受付

番号１２１から１２８までの８件について、一括し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】  それでは、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書２９ページについて、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１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２９ページをご覧ください。受付番号１は、上今泉の■■■■

さんの死亡による相続です。受付番号１、権利を取得した者は、国分北

■■■■■■■■■、■■■■、権利を取得した日は、平成２９年１０

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、上今泉■■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、畑、■■■

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。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 
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【議  長】  受付番号１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すので、受付番号１について、了承とさせていた

だきます。 

 続きまして、議案書３０ページ、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】  受付番号２は、上河内の■■■■さんの死亡による相続です。受付番号

２、権利を取得した者は、上河内■■■■■、■■■■、権利を取得し

た日は、平成２８年３月２６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、中河内字■■■■■■、現況地目、田、台

帳地目、田、■■■■■平米、ほか６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２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すので、了承とさせていただきます。 

 次に、その他について、委員の皆様からございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  事務局から何かありますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  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】  今日は例年なく寒い日で、寒波は週末まで続くということで、我々も年

をとっていますが、冷たいお風呂場なんかへ行くとき、体に十分注意し

て、週末を迎えていただきたいと思います。今日はどうもご苦労さまで

した 
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（終了 午後２時３０分） 


