
平成３０年第２回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成３０年２月２２日

                           １３時３０分～１４時４５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２回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成３０年２月２２日「平成３０年第２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、 管理係長 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６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７号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請について 

 日程第３ 議案第８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４ 議案第９号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

   日程第５ 議案第10号 農用地利用集積計画（案）について 

審議事項は次のとおりである。 

⑴  非農地証明の証明願いによる専決処分について 

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 

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名も全員出席をいただいております。定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたしました。 

 次に、農業委員会会議規則第１３条第２項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、２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、４ページの（１）活動状況、

（２）農地の異動状況について、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・農地の異動状況を報告した。） 

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

問がある方がいらっしゃいましたらお願いいたします。いらっしゃいませ

んか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  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５ページ、日程第１、議案第６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】  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２、申請地は、杉久保南■■■■■■■■■、台帳地目、

畑、現況地目、畑、■■平米です。譲受人は、杉久保南■■■■■■■

■■、■■■、譲渡人は、社家■■■■■、■■■■、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。11番委員。 

【11番委員】  この案件は、■■■■さんが９３歳という高齢で、農作業に支障を来す

ようになったため、弟である■さんに贈与するというものです。現在、■

さんは、実家の■■さんのところで２００日程度の農作業をしているとい

うことで、現地も野菜がつくってあって、別に異常ないので、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経営の状況について、補足で説明させてい

ただきます。 

 ■■さんの農家世帯としての状況は、■さんと、その妻の■■さん、

■さんの兄の■■さん、姪の■■■さんの４人が農業従事者だそうで

す。農業経営主は、平成３０年の農家台帳では、譲渡人である■■■■

さんの名前になっております。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５０年、農業従事日数は、年間２００日、■さんの

妻の■■さんの農業経験年数は２０年、農業従事日数は、年間１００

日、■さんの兄の■■さんの農業経験年数は６０年、農業従事日数は、

年間２７０日、■さんの姪の■■■さんの農業経験年数は５年、農業従
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事日数は、年間２００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アールを超えています。機械は、トラクタ

ー１台、耕運機２台、田植機１台、軽トラック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、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５番委員。 

【５番委員】  昨日、現地を調査に行ってまいりました。現地は、野菜畑としてきれい

に耕作されておりました。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  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２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３、４について、関連がありますので、一括で

事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  受付番号３、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、台帳地目、畑、現

況地目、畑、■■■平米です。譲受人は、本郷■■■■■■■■、■■■

■、譲渡人は、本郷■■■■■■■■、■■■■、権利の種類は、所有権
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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。 

 続きまして、受付番号４、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、台

帳地目、畑、現況地目、畑、■■■平米です。譲受人は、同じく本郷■

■■■■■■■、■■■■、譲渡人も、同じく本郷■■■■■■■■、

■■■■、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、同じく資料２にございまして、資料２をご覧

いただきますと、写真①、②、③とあるのですが、写真①と写真②がそ

れぞれ受付番号３と４に対応しております。 

 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】  高座清掃施設組合が公園をつくるために農地を買収する関係で、その代

替地として求めるもので、特に問題はないと思います。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  今、12番委員からお話があったとおり、こちらの案件ですが、高座清掃

施設組合が公園を整備する事業を進めておりまして、その事業用地として

■■さんの土地を買収することから、代替地として■■さんが農地を取得

をするという申請です。同じ譲渡人、譲受人なんですが、申請が２件に分

かれております。これは、受付番号３につきましては、今申し上げました

高座清掃施設組合が、買収に伴う代替地として売買するという申請である

ということ、受付番号４は、そこでお話をしたことをきっかけに、■■さ

んと■■さんが相対で売買をするということで、それぞれ別の案件として

取り扱うものと考え、受付番号が分かれております。 

 それでは、農家世帯としての状況の補足説明をいたします。 

 ■■さんの農家世帯としての状況は、■■■■さんと、その妻の■■

さんのお２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５０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

４０年、農業従事日数は、年間１５０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、
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■■■■■平米ですが、今回の申請地である畑、受付番号３、４、合わ

せて■■■平米、こちらを経営面積に足すことになるため、合計は■■

■■■平米ということになります。このため、下限面積である３０アー

ルを超えております。機械は、耕運機１台、コンバイン１台、バインダ

ー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、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】  現地調査班の班長の意見を伺います。班長の５番委員。 

【５番委員】  現地はトラクターできれいに耕耘されておりました。問題はないかと思

います。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。今の３、４につきましては、一括でお願いい

たします。 

        （「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、それでは、採決をさせていた

だきます。採決のほうは別々でお願い申し上げます。 

 それでは、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、承認とさせていただきます。 

 受付番号４につきまして、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】  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５について、事務局から提案説明をお願いいた
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します。 

【主  事】  受付番号５、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、台帳地目、畑、現

況地目、畑、■■■平米です。譲受人は、本郷■■■■■■、■■■■、

譲渡人は、本郷■■■■■■■■、■■■■、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、こちらも同じ

く資料２にございます。資料２の写真③の部分が受付番号５の取得する土

地になります。 

 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。12番委員。 

【12番委員】  受付番号３、４と同じく、５も代替地としての取得ですので、特に問題

はないと思います。 

【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は、■さんと、その妻の■■さん、

長女の■■さん、次女の■■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４２年、農業従事日数は、年間３００日、■さんの妻の■■さんの農

業経験年数は２６年、農業従事日数は、年間２５０日、■さんの長女の■

■さんの農業経営年数は４年、農業従事日数は、年間１５０日、■さんの

次女の■■さんの農業経営年数は３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、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、防除機１台、トラック２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伺いいたします。班長の５番委員。 



 8

【５番委員】  この畑も３、４番の畑と一続きの１枚の畑になっておりまして、同じよ

うにトラクターできれいに耕耘されておりました。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、受付番号５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。 

 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、議案書６ページ、受付番号６、７、８については、関連

がありますので、一括で事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号６、申請地は、上今泉■■■■■■■■■、台帳地目、畑、現

況地目、畑、■■■平米、譲受人は、座間市入谷■■■■■■■■■■■

■■■、■■■、譲渡人は、座間市相武台■■■■■■■■■、■■■■

■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大です。 

 続きまして、受付番号７、申請地は、上今泉■■■■■■■■■、台

帳地目、畑、現況地目、畑、■■■平米、譲受人は、座間市入谷■■■

■■■■■、■■■、譲渡人は、埼玉県狭山市柏原■■■■■■■■

■、■■■■、持分３分の１、埼玉県所沢市大字上安松■■■■■■

■、■■■■、持分３分の１、埼玉県所沢市大字山口■■■■■■■

■、■■■■■■■■■■■■■、■■■■、持分３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。 

  続きまして、受付番号８、申請地は、上今泉■■■■■■■■■、

台帳地目、畑、現況地目、畑、■■■平米、譲受人は、座間市入谷■■

■■■■■■■■■、■■■、譲渡人は、座間市ひばりが丘■■■■■

■■■■■、■■■■、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をご覧ください。 
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 なお、写真は、受付番号６が①、７が②、８が③でございます。 

 続けて補足説明をさせていただきます。譲受人の■■さんは、座間市

の農家でございます。そのため、申請書のほかに、座間市農業委員会が

発行する耕作証明書を提出させています。また、事務局では、座間市農

業委員会事務局と申請者本人とにそれぞれ聞き取りを行いました。それ

らから把握した状況を報告いたします。 

 ■■さんの農家の世帯としての状況は、■■■さんと、その妻の■■

さん、長男の■■さんの３人が農業従事者だそうです。農業経営主は、

■■■さんです。■■■さんの農業経験年数は６５年、農業従事日数

は、年間３００日、妻の■■さんの農業経験年数は５０年、農業従事日

数は、年間６０日、長男の■■さんの農業経験年数は１０年、農業従事

日数は、年間３０日だそうです。■■さんの世帯の現在の農業経営面積

は、座間市内の田が■■■■■平米、畑が■■■平米、海老名市内の田

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、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。また、申請人、■■■さんのご自宅

から申請地までは約６００メートルとのことです。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５番委員。 

【５番委員】  現地は野菜や果樹などが植えられておりました。畑としてきれいに管理

されており、特に問題はないかと思います。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、受付番号６、７、８について、質疑のほうは一括でお願いい

たします。質疑のある方。いらっしゃいませんか。 
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        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見のある方。いられませんか。 

        （「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、採決をさせていた

だきます。採決のほうは別々にさせていただきたいと思います。 

 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を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、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】  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、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】  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７ページ、日程第２、議案第７号 農地法第５条の規定

による許可後の事業計画変更申請についてを議題といたします。 

 受付番号２９－１６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。 

 なお、農地転用許可後に事業計画を変更する場合には、事業計画変更

申請を行い、変更後の事業計画が確実に行われるものであるか、変更後

の周辺農地への影響が変更前と同等程度のものか等の要件を農業委員会

で審議することとなっております。 

 受付番号２９－１６、申請地は、社家字■■■■■■■■、登記簿地



11

目、田、■■■平米、ほか５筆、議案書のとおりで、合計、■■■■■

平米です。現況は、転用工事中の事業用地となっております。転用者

は、大和市代官■■■■■■■■、■■■■■■■■■■■■■、代表

取締役■■■、当初の土地所有者は、こちらに５名記載されている議案

書のとおりでございますが、現在は■■■■■■■■■■■■■へ既に

所有権の移転が完了しております。転用の目的は、駐車場です。本案件

は、平成２９年第１１回海老名市農業委員会定例総会にて皆様にご審議

をいただき、許可相当との意見を付して神奈川県知事へ進達、平成２９

年１２月２１日付で県知事の許可がおりた案件の計画変更でございま

す。資料は、４－１に現地の案内図と写真、４－２に土地利用計画の平

面図、４－３に造成計画の平面図と断面図、４－４に擁壁の高さを示す

立面図、４－５に新設水路の構造図、４－６に南北に設置するＣＰ型枠

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。10番委員。 

【10番委員】  今ご説明がありましたこの物件は、昨年１１月、承認していただいた物

件でございます。多少、土のレベルがちょっと変わって、高く盛るような

形になるのだと思います。それと、入り口が当初は２カ所申請がありまし

たが、１カ所に変更するということで、現在、工事はストップしておりま

すが、東側の擁壁の工事は終わっております。これからブロックとフェン

ス等も行われるような予定でございます。新しい変更の図面もついており

まして、業者と確認しましたが、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、事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  転用者である■■■■■■■■■■■■■が周囲への安全性をより高め

るため、また、使用しやすくするために計画変更したいということで、申

請がありました。変更点のみご説明をさせていただきます。 

 資料は４－３をご覧ください。平面図と断面図が一緒に入った図面で

ございます。変更点は次の３点でございます。１点目は、西側、図面で

言うと下側ですが、当初の計画では西側の市道１１０号線沿いに出入り
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口を南北２カ所設置する計画でしたが、こちらを南側の１カ所のみとす

る変更です。２点目は、盛り土の高さを、当初、田面から２０センチと

する計画でしたが、東側を最大８３センチ盛り土し、西側に向かって約

２％程度の勾配を設けて、一番西側はおよそ２８センチ程度盛り土する

という計画への変更です。また、出入り部分のみ周囲よりも４０センチ

ほど盛り土して、前面の歩道とほぼ同じ高さにするということで、出入

りをしやすくする形で計画の変更がされております。３点目は、盛り土

の高さの変更に伴って南北に設置する擁壁が、当初コンクリートブロッ

ク擁壁でしたが、それをＣＰ型枠擁壁という鉄筋の擁壁にする変更でご

ざいます。高さに応じて３段から６段の型枠を使用するということによ

って被害防除を図る計画です。変更点は以上の出入り口、盛り土の高

さ、擁壁の３点でございます。 

 また、昨日、現地調査を行った結果として、いただいたご意見及びそ

の調整結果についてご報告させていただきます。資料はそのまま４－３

をご覧ください。図面の右上、断面のほうの上の部分をご覧いただきま

して、申請地左側に設置するＬ型擁壁とコンクリートブロック擁壁です

が、新規、ＲＣ擁壁、Ｈ1.0ｍタイプ、天端＋５０という表記でしたり、

そのちょっと左下のほうに、新規、１５０ＣＢ３段、天端＋５０と小さ

く書いております。こちらの天端＋５０という部分なのですけれども、

擁壁の頭が申請地の計画高よりも５センチ出るという計画になっており

ます。海老名市の農業委員会では、砂利舗装の駐車場等への転用の場合

には、擁壁の頭は最低でも１０センチは出すように施工することという

のを慣例として指導しておりまして、今回の案件につきましても、この

部分については昨日現地調査の中でもお話をいただいていますし、もと

もと田面から２０センチ盛り土するという計画だったため、擁壁の頭と

いうところに関しては特に問題はありませんでしたが、盛り土高を上げ

たことによって、ここで新たに審査が必要となりました。なお、擁壁の

天端につきましては、事前に申請者へは伝えておりまして、ご理解をい

ただいており、土どめとしてではなくて、天端確保のためにブロックを

もう１段上に積む、もしくは盛り土高を下げるという形で、頭１０セン
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チ以上出すというものを確保できるようにするということで返事をいた

だいておりますが、締め切り等の関係で、事務手続上のお話で恐縮なの

ですけれども、そのような関係から、図面の差しかえのみが間に合って

いないという状況になっております。既に工事を行っている案件の計画

変更ですので、どうしても今月案件としてもらいたいということで、申

請書の提出があり、総会の場でいただいた意見は必ず従って図面を差し

かえますということで言っておりますので、事務局としましては、差し

かえ図面が提出され次第、地区担当の委員さん等にご確認をいただきま

して、その確認をもって県へ問題ないものとして進達できればと考えて

おります。 

 以上、変更後の計画について、不確実とする要因もなく、周辺への被

害防除も図られていることから、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５番委員。 

【５番委員】  現地は既に工事が大分進んでおりました。ただいま事務局より補足説明

がございましたが、擁壁の高さをプラス１０センチにするという方向で既

に調整もされているということなので、特に問題はないかと思います。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、２９－１６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８ページ、日程第３、議案第８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１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】  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。 

 議案書の８ページをご覧ください。受付番号１、被相続人は、本郷■

■■■■■■■■、■■■■、相続開始年月日は、平成２９年５月２１

日、申請人は、本郷■■■■■■■■■、■■■■、特例農地等の明細

ですが、本郷字■■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、畑、市

街化区域外、■■■平米、ほか１１筆、議案書のとおりです。２筆が農

業振興地域内の田、１０筆が農業振興地域内の畑で、田、■■■■■平

米、畑、■■■■■■■■平米、合計、■■■■■■■■平米です。２

月１４日に事務局で現地を確認したところ、農地として適正に管理がさ

れておりました。また、平成２９年、昨年の農家台帳では、被相続人の

■■■■さんは、農家の経営主として登載がされておりました。また、

申請地につきまして、議案書の左側に振られているナンバー１から８ま

での８筆は自作をしており、ナンバーの９から１２までの４筆について

は、農用地利用集積計画により、平成３０年１月１日から平成３２年１

２月３１日までの期間で特定貸し付けを行っております。特定貸し付け

の場合は、貸し付けをしていても、農業経営は廃止していないものとみ

なして、納税猶予の特例が継続されるということとなりますので、自作

している筆、貸し付けしている筆全てで農業経営を行っているとするこ

とができることから、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】  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４、議案第９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３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】 本証明は、相続税の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適

正に管理されてきたかということ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３、被相続人は、本郷■

■■■■■、■■■■、相続人は、本郷■■■■■■、■■■■、引き

続き農業を行っている期間は、平成２７年２月２６日から平成３０年２

月２２日までです。特例農地等の明細ですが、本郷字■■■■■■■■

■、現況地目、畑、台帳地目、畑、農業振興地域内、■■■■■平米、

ほか３筆、議案書のとおりでございます。全４筆とも、農業振興地域内

の畑で、合計、■■■■■平米です。事務局のほうで２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） 
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【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ページでございます。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。 

【管理係長】  議案書１０ページをご覧ください。受付番号４、被相続人は、今里■■

■■■、■■■、相続人は、今里■■■■■■■■■、■■■■■、引き

続き農業を行っている期間は、平成２７年２月２６日から平成３０年２月

２２日までです。特例農地等の明細ですが、大谷字■■■■■■■■、現

況地目、田、台帳地目、田、農振農用地区域内、■■■平米、ほか４筆、

議案書のとおりでございます。全５筆とも、農振農用地区域内の田で、合

計、■■■■■■■■平米です。事務局で２月１４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、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１１ページ、日程第５、議案第１０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５についてですが、今回、借り手の■■さんは、新規就農の

方でございます。審議に入る前に、ご本人を呼んでおりますので、■■

さんより、利用計画のプレゼンをしていただき、質問等があれば皆さん

に聞いていただきたいと思いますので、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。 

        （■■■■着席） 



17

【議  長】  ただいま■■さんが着席されました。事務局から■■さんの紹介を含め

まして説明をお願いいたします。 

【事務局長】  新規就農を予定しております■■■■さんでございます。参考資料の５

をご覧いただきますと、■■さんがつくられました営農計画書等の資料が

ついてございますので、これらを参考にしながら、■■さんのこれから取

り組んでいくものについて、ご自身からプレゼンをお願いしたいと思いま

す。 

 それでは、■■さんから、簡単に自己紹介を兼ねながら、資料に基づ

きまして、営農計画等をお話しいただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

【■■■■】  ただいまご紹介にあずかりました■■■■と申します。よろしくお願い

いたします。 

 今回、新規就農させていただくに当たって、僕のほうでは、メーンと

して作物をジャガイモとエダマメのほうでやらせていただきたいと思っ

ています。春ジャガのほうについては、品種がたくさんありますので、

いろいろな品種を育てて、ジャガイモの多品種栽培という形で販売させ

ていただこうと思っています。珍しいものでしたら、紫色のシャドーク

イーンだったりとか、赤色のデストロイヤーなども栽培していきたいと

思っています。エダマメにつきましては、遅目のエダマメというのが余

り出荷されていないので、そういったものを栽培していこうかなと思っ

ています。今、住居は本郷に住んでいまして、出荷の調整場所は自宅を

考えております。機械等に関しては、１年目は余りそろわないですけ

ど、２年目から導入していこうと考えております。 

 ５年後の目標としては、海老名市で設定されている２５０万円よりも

多少上回った３００万円ほどを予定して考えております。 

 家がもともと農家ではないので、新規で参入させていただくという形

になります。海老名市での就農を希望する理由としましては、子供のこ

ろから海老名市で育っておりましたので、そのまま海老名市の農家にな

りたいという気持ちがあったからです。 

 今現在、かながわ農業アカデミーに所属していまして、去年の４月か
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ら入学して、そのまま技術専修科という１年間学ばせていただけるコー

スに通っております。 

 作業としましては、うちの母も携わってくれるようにお願いしてあり

ますので、一緒にやるという形になると思います。 

【議  長】  ただいま■■さんから説明をお伺いいたしました。皆さん方からご質問

等ございましたら、遠慮なく、していただきたいと思います。 

【７番委員】  主にジャガイモ、エダマメ等のものを栽培されているみたいなのですけ

れども、これはどういうところで売るのでしょうか。例えば海老名の場合

はグリーンセンターとか、そういうところがあると思いますが。 

【■■■■】  ジャガイモについては、グリーンセンターに半分ほどと、インターネッ

トを通じた販売を５０％ほどやろうと思っています。エダマメについて

は、市場のほうに半分から８割程度と、グリーンセンターのほう、もしく

はインターネット販売で残り２０％ほどを販売しようと思っています。 

【２番委員】  ２年目までは２０アールですか、３年目から４０、それから、５年目で

６０、１０年目で８０と書いてあるのですけれども、これはある程度当て

があったような形の計画になっているのですか。 

【■■■■】  ２０アールのほうにつきましてはあてがあるのですけれども、それから

先はまだ未定で、計画ということで提出させていただきました。 

【２番委員】  これは自己所有ではなく、賃貸で、借りてやるという面積なのですか。 

【■■■■】  はい。 

【２番委員】  ということは、この先の貸借のあては今現在はないということですか。 

【■■■■】  はい。 

【２番委員】  わかりました。 

【議  長】  大先輩の方々ばかりですから、アドバイスも含めて、何かありました

ら、お願いいたします。 

【13番委員】  計画書の３ページに、休みを月に４回とれるようにと書いてありまし

て、農業は休みがなかなかとれないですから、非常に大変な経営目標が書

いてあるのですけれども、差し支えなかったらで結構でございますが、目

標を達成するために必要な措置で、軽トラックを買いますよとか、手押し

車を買いますよとか、いろいろなことが書いてあるのですけれども、資金
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については自己資金と書いてあるのです。失礼な質問かもしれないですけ

れども、今、アカデミーに通っていらっしゃるということで、自己資金と

いうのは今まで働いてきた自己資金なのか、これから農業をやるなかで稼

いだお金のことなのか、資金の調達のめどが立っておられるのかどうか。 

【■■■■】  最初の資金としては、自分の手元には今資金がない状態なので、親から

借りて資金としてやらせていただくという形になります。将来的に買って

いくものに対しては、農業を営んでいく上での稼ぎから、資金として出し

ていくという形になります。 

【13番委員】  機械類は野ざらしだともちが悪いということで、例えば農作業場だと

か、そういうふうなもの、作業機を入れる、いわゆる物置とかなんかは、

随時用意をされるという計画ですか。 

【■■■■】  はい。 

【13番委員】  わかりました。 

【議  長】  ほかにございますか。 

【４番委員】  お近くに農業をされている方とか、そういった方とかには一緒に相談し

たりする方というのはいらっしゃるのでしょうか。 

【■■■■】  農地のご紹介をいただいたときに携わっていただいた■■さんにご相談

させていただこうかなとは思っております。 

【議  長】  14番委員、どうですか。 

【14番委員】  誰か指導してくださる方という面では、農協でも若い後継者たちのグル

ープがありますので、ぜひそういうところに加入していただいて、そうい

う仲間づくりというのも大事だなと思いますので、参考にしていただけれ

ばと思います。 

【12番委員】  家族構成はどういう構成なんでしょうか。 

【■■■■】  家族構成としましては、今、父と母と僕と、あと、父方の、僕からした

ら祖母がいるんですけれども、祖母は老人ホームのほうに入っていますの

で、父と母のみという形になります。 

【12番委員】  ３人で。 

【■■■■】  かかわる人ということで。 

【12番委員】  ご家族は、みなさんご一緒に住んでおられるのですか。 
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【■■■■】  はい。父も一緒に住んでおります。 

【12番委員】  お父さんは農業に従事することはないんですか。 

【■■■■】  ないですね。 

【12番委員】  お一人でやられるということですね。 

【■■■■】  うちの母には手伝ってもらいますが、出荷調整だけを手伝ってもらうと

いう形で、基本的には一人でやろうと思っています。 

【12番委員】  平成３４年には３００万の目標農業取得と買いてありますが、粗収入

か、経費を引いた所得か、どちらですか。 

【■■■■】  経費を引いた金額を農業所得として、３４０万と計画しております。 

【12番委員】  結構な売り上げということですね。 

【■■■■】  エダマメを中心にやるので、多少は見込めるのかとは思います。 

【10番委員】  ２反の畑というと、約1,800平米ぐらいですか。 

【■■■■】  1,980平米です。 

【10番委員】  約2,000平米。 

【■■■■】  はい。 

【10番委員】  それを耕すといったら結構大変だよね。ジャガイモでもエダマメでもつ

くるのは。海老名市でトラクター、１８馬力かな、２０馬力かな、３機持

っているんですよ。市のトラクターは貸出をしていて、配送までしてくれ

ます。油は自分で入れるんだけど。畑を借りたら、まずは肥料を入れてう

なうんだろうから、結構広い畑だと、耕運機だけじゃ最初からやるといっ

ても結構大変かもしれない。だから、そういうトラクターも、市で安くリ

ースしてくれるので、うまく利用して、やったほうがいいと思いますね。

講習も受けるような形になると思いますけどね。ちょっと農政課と相談し

てみてもらえばいいかと思います。 

【議  長】  推進委員さんのほうでいらっしゃいますか。いられませんか。いいです

か。 

 私から質問しちゃっていいですかね。私のは、もしかしたら嫌だなと

思うかもしれませんけど。 

 農家の方というのは、専業農家ばかりじゃないんですよね。結構兼業

農家がいらっしゃるわけですよ。農家だけでもちろん、目標は食ってい
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くということなんでしょうけど、計画書を見させていただくと、なかな

か食べるということに対してはちょっと厳しい内容ですけど、最初から

専業農家で行かれますか。それとも、多少、アルバイト的なものも加味

しながら、将来の夢のある計画で行かれるのか、今どんなお気持ちです

か。 

【■■■■】  最初のほうは、時間的余裕もあると思うので、時間的余裕を生かして、

農業の栽培しているところに赴いたりとかして、技術を学べればなと思っ

ています。どっちかというと、専業農家のほうでやっていきたいと思って

います。 

【議  長】  農家さんのところに、これは失礼ですけど、例えば幾日かお手伝いに行

って、そして、そこで学びながらお金もいただくという考えもあるんです

か。 

【■■■■】  お金はなくても大丈夫です。 

【議  長】  学ぶだけ。 

【■■■■】  学ぶだけという形で。 

【議  長】  結構です。わかりました。 

 ほかにございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、それでは、■■さんにつきましては、質疑はこの程

度とさせていただきたいと思います。 

 それでは、■■さん、退席をお願いできますか。こちらで後で審議を

させていただきますので。 

        （磯﨑太佑退席） 

【議  長】  それでは、議事を再開させていただきます。 

 受付番号５について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【管理係長】  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、先ほどの新

規就農の方から申し出がございましたので、農用地利用集積計画（案）を

上程します。この審議を経て、市に対し計画案を送付し、農用地利用集積

計画を定めるように要請します。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。 
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 議案書の１１ページをご覧ください。受付番号５、借り手は、本郷■

■■■■■■■、■■■■、貸し手は、大谷南■■■■■■■■■、■

■■■、貸し借りする農地の明細ですが、杉久保北■■■■■■■■、

現況地目、畑、■■■平米、ほか５筆、議案書のとおりでございます。

貸し借りの種類は、賃借権の設定、利用目的は、普通畑、貸し借りの期

間は、平成３０年３月１日から平成３２年１２月３１日までの３年間で

す。借賃は、全６筆で年２万円、支払い方法は、年末に現金一括払いで

ございます。農業振興地域内の新規の計画で、合計、■■■■■平米で

ございます。２月１４日に事務局で現地確認したところ、農地として適

正に管理されておりました。農用地利用集積計画の法定要件が定められ

ております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】  それでは、受付番号５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】  質疑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】  全員賛成ということでございますので、受付番号５については、承認と

させていただきます。 

 次に、議案書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１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
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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１２ページをご覧ください。受付番号１、申請地

は、大谷南■■■■■■■■■、登記簿地目、畑、■■■平米です。申

請者は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、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６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、明治のころから母屋、納屋及び家畜小

屋等の一団の農家敷地として利用され、現在に至っているとのことで

す。なお、母屋は昭和４８年９月１日と平成２８年２月２８日に建てか

えた記録がございます。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。２月９日に、農地小委員会の15番委員、14番委員、19番委

員と事務局職員とで現地確認調査へ行き、現況は、住宅や庭として利用

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。 

【議  長】  農地小委員会委員長の意見をお伺いいたします。15番委員。 

【15番委員】  ２月９日に現地確認しました。資料６の写真に見るように、住まいの庭

になっております。写真でいうと、左側に畑があるんですが、一段高くな

っており、耕作には特に問題ないと思います。よって、証明書を出すこと

としました。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 
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【議  長】  質疑もないようでございますので、受付番号１については、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、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書１３、１４ページでございます。農地の一時使用につい

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１、申請地は、本郷字■■■■■■■■■、現況地目、畑、

台帳地目、畑、■■平米、ほか１１筆、議案書のとおりです。所有者

は、本郷■■■■■■、■■■■、ほか４名、議案書のとおりです。使

用者は、大谷南■■■■■■■■■、■■■■■■■■■、代表取締役

■■■■、事業主は、勝瀬１７５番地の１、海老名市長内野優、工事名

は、本郷地区農業基盤整備促進事業整備工事（第２工区Ｂ・Ｃ路線）追

加工事、目的は、作業スペースとして使用するためです。使用期間は、

平成３０年２月２３日から平成３０年３月３１日までです。資料７－１

に現地の案内図及び写真、７－２に計画の全体図、７－３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。 

 これらの申請につきまして、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。 

 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。12番委員。 

【12番委員】  これは工事のためのものなので、特に問題はないと思います。 
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【議  長】  質疑のある方。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますが、受付番号１について、了承としたいと

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すので、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書１５ページから１８ページまでの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１から５までの５件と、農地法第５条の受付

番号１から６までの６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１５ページ、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す。届出期間につきましては、平成３０年１

月１日から１月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号１か

ら５までの５件、全て畑で、2,150平米です。 

 続きまして、議案書の１７ページ、１８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３０年１月１日から１月３１日までの間に届出がされた

ものです。受付番号１から６までの６件で、田、５０平米、畑、1,414平

米、合計、1,464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】  一括して質疑をお願いいたします。質疑のある方。いらっしゃいません

か。 

        （「なし」の声あり） 
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【議  長】  承認のほうも一括して、受付番号１から５までの５件と、受付番号１か

ら６までの６件について、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、議案書１９ページ、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】  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１９ページをご覧ください。受付番号３は、大谷南の■■■■

さんの死亡による相続です。受付番号３、権利を取得した者は、静岡県

静岡市葵区大岩本町■■■■■■、■■■■、権利を取得した日は、平

成２９年６月２１日、権利を取得した事由は相続、取得した権利は所有

権、農業委員会によるあっせん等の希望は、なしです。届出に係わる土

地の所在ですが、大谷字■■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、

田、■■■平米、ほか５筆、議案書のとおりです。 

 以上でございます。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。いらっしゃいませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでございましたら、受付番号３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。 

 本日の定例会の案件は終了いたしましたので、傍聴者の方には退室をお

願いいたします。ご苦労さまでした。 

 次に、７．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） 
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【議  長】  事務局から何かございますか。 

        （「なし」の声あり） 

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

す。 

【２番委員】  ご苦労さまでした。長い時間の審議、ありがとうございました。雪で賀

詞交歓会が中止になりましたので、今日、夕方から、身内だけの懇親会と

いうことでありますので、皆さんよろしくお願いします。今日はどうもあ

りがとうございました。 

（終了 午後２時４５分） 


