
平成３０年第３回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成３０年３月２６日

                           １３時３０分～１５時４０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３回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成３０年３月２６日「平成３０年第３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１３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  

 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11号 農地法第４条の規定による許可申請について 

 日程第２ 議案第12号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 日程第３ 議案第13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14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 

   日程第５ 議案第15号 農用地利用集積計画（案）について 

  日程第６ 議案第16号 平成３１年度県農林業施策並びに予算に関する要望（案）につ

いて（税制改正要望） 

審議事項は次のとおりである。 

⑴  生産緑地の斡旋について 

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 
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⑷  平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）について 

⑸  平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について 

会長が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 

 ただいまの出席委員は１３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、３番委員、５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

質問があり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５ページ、日程第１、議案第１１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。 



 3

 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】  農地法第４条及び第５条では、農地を転用する場合、また、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１、申請地は、上郷字■■■■■■■、登記簿地目、田、■■

■平米です。現況は、農業振興地域の畑です。転用者は、上郷■■■■■

■■■■、■■■■、転用の目的は、駐車場です。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、コンクリートブロック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。２番委員。 

【２番委員】  この案件につきましては、現地は南側が市道３０５号線、西側が市道

２８５号線、それから、東側が、新しくできた市道上郷河原口線と、３方

が市道に囲まれていまして、現況は、写真で見るとおり、登記簿地目は田

ですが、畑ということで使用しており、適正に管理されて、他の農地への

影響もないものと思われますので、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  査】  地権者である■■■■さんが、自身で農地を転用して、駐車場を整備

し、完成した後で、自動車等、車両のレンタルリース業を営む■■■■■

■■■■■■■■■■■に土地を貸すという申請です。理由書によります

と、■■■■■■■■■■■■■■■■が運営する■■■■■■■■■■

■■■■での需要が伸びており、海老名駅周辺で新しく駐車場が必要にな

ったとのことです。申請地は、海老名駅前店の近隣であり、管理もしやす

いとのことから、申請者である■■さんへこちらの土地を駐車場として借

り受けたいという要望があり、合意したため、申請に至ったそうです。 

 資料１－１をご覧ください。農地の立地基準は、第２種農地です。これ
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は、申請地からおおむね５００メートル以内にＪＲ海老名駅があることか

ら判断できます。第２種農地は、申請にかかる農地に代えて周辺の土地を

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

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にのみ許可となる立地区分です。本案件に

つきましては、条件に合うような土地を店舗周辺で探したそうですが、見

つからなかったという旨が理由書にも記載されておりますので、代替地は

ないと考えられます。 

 続きまして、資料１－２の土地利用計画図及び断面図をご覧ください。

図は、上が北を指しております。申請地全体を整地、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って、普通車１７台分の駐車場を

整備します。北側の農地及び西側、南側の市道との境には、コンクリート

ブロックを２段設置して土どめを行い、0.9メートルのフェンスにより、

ごみ等の飛散を防止します。土どめの頭は１０センチほど出るという計画

がされております。出入りは、東側、図面の右側の市道上郷河原口線から

行います。また、雨水につきましては、申請地を砂利敷きとすることによ

って、敷地内浸透処理をする計画です。 

 具体的な境界の部分の処理に関しまして、資料左下のコンクリートブロ

ックの構造図をご覧ください。申請地の高さは、土どめの左側、少し数字

が小さくなってしまって恐縮なのですけれども、9.95と書いてあります。

こちらが申請地の計画高でございます。続いて、土どめの右側を見ていた

だくと、隣接地の高さ、9.55という数字が入っているのではないかと思い

ます。隣地との高低差は、場所により細かい差はありますが、約２０セン

チメートルから４０センチメートルでございまして、コンクリートブロッ

ク２段と基礎の高さにより、頭は１０センチほど出るという計画です。土

どめの上のほうに、ブロック天端10.05という記載があり、申請地の計画

高9.95に対して１０センチ出ることが確認できます。これらによって土砂

の流出、崩壊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
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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、お願いい

たします。 

【３番委員】  この土地は、北側が田んぼと接しております。しかし、今、説明にあ

ったとおり、土どめをするということでありますので、問題はないものと

思われます。 

【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ま

す。 

 受付番号１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１については、承認とさせ

ていただきます。 

 次に、議案書６ページ、日程第２、議案第１２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】  受付番号１、申請地は、中野■■■■■■■、登記簿地目、田、■■

■平米、ほか４筆、議案書のとおりで、合計、■■■■■平米です。現況

は、市街化調整区域の田畑です。転用者は、東京都日野市大坂上■■■■

■■■■■■■■■、■■■■■■■■■代表取締役■■■、譲渡人は、

中野■■■■■■■■■、■■■、ほか４名、議案書のとおりです。 

 転用の目的は、駐車場、権利の種類は、所有権の移転です。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及び断面図、出入口部分の詳細図、ＲＣ擁壁の

構造図、ブロック擁壁等の構造図をお配りしております。また、本日、追

加で机の上にお配りをいたしました資料２－５（差替）というＡ３の資料
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がございます。そちらは、事前に郵便でお配りしました資料２－５と差し

替えをしていただきたいものになりますので、今後ご説明の中で資料２－

５と出てきたら、こちらの差し替えの資料をご覧いただくようにお願いい

たします。 

 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。17番委員。 

【17番委員】  中野三丁目地内に日本郵便の物流施設ができた関係で、そのための駐

車場を確保したいという話を聞きました。それで現地を確認しに行きまし

て、用排水をしっかりとしてもらいたいという要望をしました。あとは問

題ありません。 

【議  長】  それでは、事務局、補足説明をお願いします。 

【主  事】  不動産業等を行っている■■■■■■■■■が、駐車場を整備し、月

極駐車場事業を行うという申請です。■■■■■■■■■は、海老名市で

運送事業を行っている複数の会社から駐車場を確保してほしい旨の要望を

受け、需要が見込まれるということから、必要台数分の面積が確保できる

土地を探したところ、当該地で地権者との話がついたため、申請に至った

とのことです。 

 資料２－１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、水管、下水管が敷設されている道路の沿道の区域で、かつ、５００メ

ートル以内に門沢橋小学校、かどさわばし歯科医院など、２つの指標が存

することから判断できます。また、市街化区域から事業の用に供する土地

が連たんしているということからも、同様に第３種農地と判断できます。

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、土地利用計画です。資料２－２の平面図をご覧ください。

こちら、平面図は、左側が北となっております。申請地について地盤改良

を行いその上をアスファルトで舗装しまして、１０トン車が１０台、４ト

ン車が４７台、合計、５７台分のトラックが停められる駐車場を整備しま

す。周囲は、コンクリートブロック土どめやＲＣ擁壁で囲い、６０センチ

のフェンスにより、ごみ等の飛散を防止します。土どめの頭は５センチ程

度出るという計画ですが、アスファルト舗装であることから、そちらにつ
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いては問題がないと思われます。出入り口は、北側、図面で言うと左側の

１カ所のみとし、１２メートル幅で設けます。出入り口部分には用水路が

通っておりまして、ここは自由勾配側溝という側溝へ置きかえて、また、

出入り口にかかる一部市道については、簡易舗装のような形になっており

ますので、占用工事ということで、舗装をやり直す計画となっておりま

す。 

 また、雨水排水につきましては、申請地の一番外回り、図面をご覧いた

だくと、申請地の周りが黒く色がついている部分がありますが、こちら、

外周を囲うような形になっていまして、この黒色の部分にＵ字溝とグレー

チングを設置して、敷地内に勾配を設けてそちらへ一旦雨水を落とし、数

か所設置している雨水枡から敷地内の中央部分に設置する浸透桝へ地下で

接続し、敷地内浸透処理をするという計画になっております。 

 また、外灯についてですが、敷地内東西、図面で言うと上と下に４カ所

ずつ、合計８カ所設置をいたします。これらは全てＬＥＤのものを使用し

まして、敷地内に向かって照らしているということで、周辺農地への光の

被害はないものと考えられます。また、西側の田との境界ですが、図面で

言うと右下の部分、方角で言うと南西のほうになります。こちらについ

て、隣地の地権者及び耕作者と調整をした結果、５センチだけセットバッ

クしてほしいという要望があったとのことで、南西の田との境界のみ、境

界から５センチセットバックするという計画がされております。 

 続きまして、断面をご覧いただきたいと思います。資料２－３をご覧く

ださい。一番上、ＡＡ´断面が申請地を南北、下のＢＢ´からＥＥ´まで

４つありますが、こちらが申請地を東西に切った図面になります。敷地中

央部分が高くなっていまして、そこから外側に向かって1.5％の勾配をと

って雨水を流し、外周部に設置したＵ字溝で敷地内で浸透処理をするとい

うような造成計画となっております。隣地との高低差、いずれも５５セン

チ程度ということですので、コンクリートブロック３段積みの土どめで境

界は処理しますが、農地との境については詳しくご確認いただきたいと思

います。左下、ＤＤ´の断面図をご覧ください。こちらの左側、方角で言

うと西側ですが、こちらが田んぼとの境界になっております。下に記載さ
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れていますＧＨ13.05という数字がございまして、こちらが田んぼの現況

の高さになっております。それに対して、ＦＨ13.65というのがその少し

上に書いてあるのですけれども、こちら計画高が13.65ということですの

で、高低差は６０センチついております。ただ、田との境界だけは1.05メ

ートルタイプのＲＣ擁壁によって土どめを行うという計画がされておりま

す。また、右側のＥＥ´の図面も同じく田んぼとの境界ですけれども、同

様の計画ですので、こちらは参考にご覧いただければと思います。これら

によって、土砂の流出、崩壊が防がれる計画となっております。 

 続きまして、資料２－４をご覧ください。出入り口部分の詳細の図面を

おつけしております。最初に、平面図をご覧いただいた際にご確認をいた

だいたとおりですが、出入り口は１２メートル幅でして、水路を自由勾配

側溝とし、グレーチングを２カ所設置する計画です。また、大型トラック

が日常的に出入りをすることから、道路部分は自費工事によってアスファ

ルト舗装をやり直すということになります。そのほか、資料２－５及び２

－６には、ＲＣ擁壁やコンクリートブロックの構造図をおつけしておりま

すので、こちらは参考にご覧いただければと思います。 

 なお、先ほど西側を５センチセットバックするといった部分ですが、資

料２－５、本日差し替えをお願いした図面に、その境界から５０という数

字が記載されておりまして、ここに５センチセットバックするという内容

の記載がされております。 

 また、工事の期間についてさらに補足で説明をいたします。この総会で

計画をご承認いただけましたら、県知事の許可がおりるのが４月下旬ごろ

ということになります。そうした場合、工事期間につきましては着工が許

可後から、完了が許可後３カ月という申請で出されておりまして、７月の

末ぐらいに竣工するという予定が出されております。現況は田んぼでござ

いますので、５月の下旬には田んぼには水が入ってきてしまいます。その

水が入ってくる前までに、許可がおりてからすぐ着工して、擁壁の工事

と、前面の水路の工事は済ませてしまいたいとのことですが、万が一間に

合わなかったときには、東側の用水から申請地内に水が入らないよう取水

口を一旦せき止めるという措置を考えているそうです。用水を止めた結
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果、水がほかの田んぼにも入らなくなってしまうのですが、影響を受ける

のは、南西側、直接隣接している田んぼだけでして、そちらにつきまして

は、所有者さんと耕作者さんと調整を業者のほうでいたしまして、万が一

そこに水が入らなくなってしまった場合には、１年間、作をやらないでも

らうということで、かわりに補償金を出すというような調整をしたそうで

す。その中身について、所有者さんも耕作者さんも納得をされて、調整が

済んでいるということです。また、その旨、隣地の同意書という形で、押

印がついた書類も提出がございますので、その水の部分については、そう

いった形で処理をすることで調整がついているということもあわせてご報

告をさせていただきます。 

 また、大型のトラックが日常的に出入りをするということになるのです

が、北側に通っている道路は簡易舗装のような形になっています。資料２

－１にもう１度戻っていただきまして、今回の申請地になっている部分の

北側に１本、市道５８３号線というものが通っているのですけれども、そ

の申請地前面から西側、左側のほうに向かっていく道は全て簡易舗装のよ

うな形になっています。ここを大型のトラックが日常的に出入りをする

と、道路が崩れてしまう心配があるということは、業者のほうも理解をし

ているということでして、基本的に出入りは東側のほう、市道５８３号線

の東側、日本郵便の前の道路、新しく舗装をやり直して、道路がつくられ

ていますので、出入りは基本的にはそちら側からのみするようにするとい

うことで、そこは業者に確認がとれております。 

 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、周辺の

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】  この土地は東側に水路がございまして、今、説明があったように、田

んぼがまだありますので、そこに行く水路がございます。しかし、工事の

関係で水が入らなくなって、１作できない場合は補償するというふうなこ

とで話し合いがついておりますので、問題はないものと思われます。 
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【議  長】  質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

【７番委員】  ちょっと確認したいのですけれども、これは暗渠とかそういうものは

どのような形になっていますか。 

 それともう１点、ここは大型トラックが大分とまりますね。雨水は敷地

内浸透とのことですが、トラック等の油等が、敷地外に流れてしまうよう

な心配がありますが、その辺はいかがでしょうか。 

【主  事】  暗渠排水に関しては、ここの地区では、設置はされておりませんでし

た。 

 また、大型のトラックが停まることで考えられる油の被害についてです

が、海老名市の農業委員会では、擁壁の穴から主に油が流れてしまうとい

う心配を以前から委員の皆さん、されていまして、水抜き穴はつけないよ

うにという指導をしているところです。今回の計画についても、当初はＲ

Ｃ擁壁に水抜き穴がついているような構造の図面を出してきたのですが、

そういう車の油が流出するという危険性を考え、水抜き穴のない擁壁を使

用することということで、計画を変えるように指導したという経過がござ

います。 

 以上です。 

【議  長】  ほかにございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ほかにないようでございましたら、受付番号１について、採決をさせ

ていただきたいと思いますが、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３、議案第１３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５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
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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７ページをご覧ください。受付番号５、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２７年３月２７日から平成３０年３月

２６日までです。特例農地等の明細ですが、大谷字■■■■■■、現況地

目、畑、台帳地目、田、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。１

筆が農振農用地区域内の畑、１筆が生産緑地の畑で、合計、■■■■■平

米です。事務局で３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】  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５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。 

 続きまして、議案書８ページ、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】  受付番号６、被相続人は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、相続

人は、大谷南■■■■■■■■、■■■■■、引き続き農業を行っている

期間は、平成２７年３月２７日から平成３０年３月２６日までです。特例

農地等の明細ですが、大谷南■■■■■■■■、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。３筆とも市街化区

域内の生産緑地の畑で、合計、■■■■■平米です。事務局で３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。 
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 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、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１４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。 

 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】  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を

するものです。２０年というのは、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。 

 受付番号１、相続人は、杉久保南■■■■■■■■■、■■■■、相続

開始年月日は、平成９年９月７日、特例農地等の明細ですが、杉久保南■

■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、畑、■■■■■平米のうち

■■■■■■■■平米です。市街化調整区域内の畑です。事務局で３月１

３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） 
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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１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。 

 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、相続人は、杉久保南■■■■■■■■■、■■■■、相

続開始年月日は、平成９年９月７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８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

３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】  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２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。 

 続きまして、議案書１１ページでございます。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】  受付番号３、相続人は、上郷■■■■■■■■、■■■■、相続開始

年月日は、平成９年１１月２８日、特例農地等の明細ですが、上郷字■■
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■■■■■、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３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】  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、承認とさせていただきます。 

 続きまして、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】  受付番号４、相続人は、本郷■■■■■■、■■■■、相続開始年月

日は、平成１０年１月２８日、特例農地等の明細ですが、本郷字■■■■

■■■、現況地目、田、台帳地目、田、■■■■■平米、ほか３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３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】  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。 
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          （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１２ページ、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。 

【主  事】  受付番号５、相続人は、国分南■■■■■■■■■、■■■■■、相

続開始年月日は、平成１０年２月５日、特例農地等の明細ですが、国分南

■■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、畑、■■平米、ほか６

筆、議案書のとおりです。全て市街化調整区域内の田畑で、田が■■■■

■平米、畑、■■■■■平米、合計、■■■■■平米です。事務局で３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】  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、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】  受付番号６、相続人は、本郷■■■■■■、■■■■■、相続開始年

月日は、平成１０年２月２６日、特例農地等の明細ですが、本郷字■■■

■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、■■■■■平米、ほか２０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３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。 
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 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、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書１４ページでございます。受付番号７についてです

が、７番委員が関係人として農業委員会等に関する法律第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。 

        （７番委員退席） 

【議  長】  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、相続人は、上今泉■■■■■■■■、■■■■、相続開

始年月日は、平成１０年１月２２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９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３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】  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７について、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、承認とさせていただきます。 

        （７番委員着席） 

【議  長】  次に、日程第５、議案第１５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。 

 議案書１５ページ、受付番号６について、提案説明をお願いいたしま

す。 

【管理係長】  農用地利用集積計画（案）について説明します。 

 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。 

 議案書の１５ページをご覧ください。受付番号６、借り手は、大谷南■

■■■■■■、■■■■、貸し手は、大谷北■■■■■■■■、■■■

■、ほか１名、貸し借りする農地の明細ですが、大谷字■■■■■■、現

況地目、田、■■■平米、ほか４筆、議案書のとおりでございます。貸し

借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間

は、平成３０年４月１日から平成３４年１２月３１日までの５年間です。

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ございま

す。３月１３日に事務局で現地調査したところ、現地は農地として適正に

管理されておりました。また、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６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、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号７から９までの３件について、一括で提案説明を

お願いいたします。 

【管理係長】  受付番号７、８、９について説明します。 

 借り手は、藤沢市用田■■■■■■■■、■■■、貸し手は、本郷■■

■■■、■■■■■、■■■■、それから、河原口■■■■■■■■■■

■■、■■■■でございます。貸し借りする農地の明細ですが、本郷字■

■■■■■■、現況地目、畑、■■■■■平米、ほか５筆、議案書のとお

りでございます。貸し借りの種類ですが、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４月１日から平成３２年１２月３１

日までの３年間です。借り賃は、受付番号７、８、９、全６筆で年７万

円、支払い方法は、６月末に口座振り込み払いでございます。農業振興地

域の新規の計画で、借り手は、藤沢市の農業者でございます。３月１３日

に事務局で現地確認したところ、現地は農地として適正に管理されており

ました。また、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】  質疑のほうは一括でお願いいたします。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。 

 採決のほうも一括でお願い申し上げます。 

 受付番号７から９までの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１６ページ、受付番号１０について、提案説明をお

願いいたします。 

【管理係長】  議案書の１６ページをご覧ください。受付番号１０、借り手は、杉久

保北■■■■■■■、■■■■■■■■■■■■、代表取締役■■■■、

貸し手は、大谷南■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地の明

細ですが、本郷字■■■■■■■■■、現況地目、畑、■■■平米、ほか

１筆、議案書のとおりでございます。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４月１日から平

成３１年１２月３１日までの２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ございます。３月１３日に事務局で現

地確認したところ、現地は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いる農業経営基盤強化促進法第１

８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】  事務局の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。 

 続きまして、受付番号１１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ので、審議に入る前に、ご本人を呼んでお

ります。■■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、よろしくお願いいたし

ます。 
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        （■■■■着席） 

【議  長】  ただいま■■さんが着席をされました。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】  使用貸借権の設定によって新規就農を予定しております■■■■さん

でございます。資料３をご覧いただきますと、■■さんが作成されました

営農計画書等がございますので、これらを参考にしながら、■■さんのこ

れからの取り組みにつきまして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、営農計画書に

基づいて説明をお願いしたいと思います。 

【■■■■】  ご紹介ありがとうございます。初めまして。私は、■■■■と申しま

す。 

 先日、３月１５日に、かながわ農業アカデミーの社会人コースを卒業い

たしました。在学中から門沢橋の■■■■様にお世話になっていました。

■■■■のお父さんと息子さんに間に入っていただきまして、今回、海老

名市本郷の■■様の■■■にある１反ほどの土地をお借りできる運びにな

りました。 

 自分は、３歳のころから、海老名市門沢橋に両親が引っ越してきまし

て、生活しています。青年海外協力隊として西アフリカのベナン共和国と

いうところに野菜分野の隊員として行ったのですけれども、そこで帰国後

にどうやって自分が生きていきたいかというのを考え抜いた末に、自分を

育んでいただいた海老名市、地元で農家として生きていきたいと決心しま

した。 

 計画書のほうは学校の先生の指導のもと、つくっていただいて、正直、

自分も、数字等で、どこまでここに近づけていけるかというのは、これか

ら自分にかかっているとは思っているのですけれども、まずはＪＡえびな

のグリーンセンターに季節の野菜を出荷することから信頼を得ていきたい

と考えております。 

 また、経営を安定させまして、少し時間はかかってしまうと覚悟はして

いるのですけれども、自分が通学路だった水田が、そういう風景が非常に

大好きなので、稲作の分野にも、１０年後ぐらいからというふうに思って
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はいるのですけれども、進出したいと考えております。よろしくお願いし

ます。 

【議  長】  ただいま■■さんからご挨拶がございました。説明をお伺いいたしま

して、皆さんからご質問などありましたら、遠慮なく、していただきたい

と思います。 

【13番委員】  一番先に書いてあります、将来の農業経営の構想は、非常にすばらし

いことが書いてあって、１日でも早くこれが現実になって、構想じゃなく

て、１００％実現できるようにやっていただければ一番かなと思うんです

けれども。ちょっと教えていただきたいのですが、農業経営の規模に関す

る目標ということで、コマツナとか、エダマメをつくられるということな

のですけれども、勉強していられて、そういうことを言って失礼かと思う

のですが、コマツナとかエダマメは、畑から直接グリーンセンターに持っ

ていかれるのですかね。それから、コマツナはそのままではなくて、束に

したり何かして、ひと手間かかるのですが、そういうことはどこでやられ

るのでしょうか。 

【■■■■】  ご質問ありがとうございます。コマツナとエダマメ、収調場所が必要

だと思いまして、自分の出荷は、一軒家で収調場所というのはないのです

けれども、１台分の駐車場がありまして、そこでやるしかないなというの

を考えています。細かい話なのですけれども、■■■■の息子さんのほう

に軽のワンボックスを譲っていただきまして、それを駐車場にとめて、後

ろのドアをあけて、雨の日は屋根にして、そういうふうに、最初、苦しい

んですけれども、最初はそういうふうにして、コマツナをボードに入れた

りとか、エダマメでしたら枝から外してネットに入れたりして、作業する

ことになると思っています。行く行くは、先の話なのですけれども、そこ

では苦しいと思うので、小さいハウスでも自分で１０坪ほどでも立てて、

作業場というのをつくりたいと考えております。 

【13番委員】  引き続きで申しわけないのですが、研修内容が５ページ目にお示しさ

れておるのですけれども、■■■■さんに先進農家研修ということで書い

てあるのですが、差し支えなかったら、■■■■さん、フルネームで教え

ていただけますでしょうか。 
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【■■■■】  ■■■■様は、フルネーム、息子さんが、■■■■さんです。週に１

回なのですけれども、学校のカリキュラムの中で、なかなかここでは得ら

れない情報であるとか、あと、実際のどういうふうに包んだら見栄えがい

いかとか、そういうことを■■さんのもとで学ばさせていただきました。 

【13番委員】  ありがとうございました。冒頭申しましたように、農業経営の構想と

いうことで、１日も早く、１年目、２年目と書いてあるのですけれども、

より早く近づけて、理想どおりに行うことを望んでおります。 

 以上でございます。 

【９番委員】  ■■さん、知らないわけじゃなくて、何回かお会いはしているんで

す。質問なんですが、何を売りにやるんですかね。自分で例えばコマツ

ナ、エダマメ、スイートコーンといろいろな野菜が並んでいるけれども、

特にこれをやりたいというのは、何か差別化をするものというのはあるの

ですか。 

【■■■■】  ご質問ありがとうございます。理想論になってしまうのですけれど

も、ベナン共和国に行く前の修行という感じで、大阪の有機野菜農場に３

年間、研修生として働かせていただきました。それはアフリカというとこ

ろが有機農業に近いかなと思って勉強させてもらったのですけれども、そ

の経験も生かしたいと考えています。大阪と海老名では、土の状況とか気

候も違うとは思うのですが、そこの親方が３０年以上土づくりを自分でや

っていまして、堆肥をつくったりとか、肥料等も、化学肥料ではなくて、

米ぬかとか、油かすとか、そういうのを使ってやっている方でした。その

味というのは、自分でも驚きがありまして、ゆくゆくはそういったものが

できればと考えています。ただ、いきなりそういうものはとてもできない

というのはしみじみ感じております。売りとしては、構想中なのですけれ

ども、旬のものをうまく晩生とか早稲とか使い分けて、お手軽に届けたい

とい思います。その上で少しずつ自分が学んだものを。 

【９番委員】  例えば私は化学肥料を使いませんとか、全部有機でやるんですとかと

いう、そういう売りというのがないのかなと。要するに人と同じようにつ

くっているのではなくて、差別をして、私はこういうふうな形で農業をや

っていくんですという、そういう自分のポリシーがないと、みんなと同じ
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でつくったのでは、結局、同じになってしまうんだよ。値がよく売れない

の。だから、何か人と違ったものをつくっていこうと、こういうふうなも

ので栽培しようというものを持っていないとなかなか難しいのかなと、そ

んな気がしたんだけれども、そういうふうなのを、それが全てじゃないか

もしれないけれども、そういうことを心がけてやられたほうがいいかなと

いうふうに思いました。頑張って、あきらめないで。 

【12番委員】  ２ページのその他、２７アールというのがあるんですけれども、現状

は７アールと2.5アールと２アールとあって、その他、２７アール、これ

はどういう意味なのでしょうか。今これから借りる以外にどこかあるとい

うこと、そういう意味ですか。 

【■■■■】  ご質問ありがとうございます。現状というのは、１年目の計画表をこ

ちらに載せているんですけれども。 

【12番委員】  ２反ないですよね、借りるのは。 

【■■■■】  現状、ありません。 

【12番委員】  ２７アールとここに書いたのはどういう意味だか、ちょっとわからな

い。 

【■■■■】  それは借りる面積そのものではなく、ほかの作付のもあわせて、時期

によって作付を行った総面積が１年目は２７アールということになってい

ます。ちょっとややこしいのですけれども。 

【12番委員】  同じ場所でコマツナを２回とか３回つくるから、その作付面積の合計

ですか。 

【■■■■】  １年の合計がそういうことになっています。畑を回した数も加わって

います。 

【12番委員】  この計画書、普通に見たらわからない。２７アールは何をつくるのと

なるじゃない。だから、すごく心配なのですよ。生活ができるかどうかも

心配なんです。だって、平成３４年で、年間農業所得が２５０万と書いて

ある。これで生活できるのかなと私は心配しているのです。できればいい

んだけど、細々として、毎日、カップラーメンを食べて生活するというの

ならできるんでしょうけど、そうじゃないでしょう、普通に生活するわけ

じゃないですか。機械もいろいろなのが必要でしょう。ガソリンが必要だ
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とかさ。パイプハウスだって３２０万、年間の所得より多い金額をかける

わけで。そういうことを正しく考えてつくられた計画なんでしょうか。 

【■■■■】  ご質問ありがとうございます。自分も正直、５年目に年間の手取りと

いうか、２５０万というのは、自分は独身なのですけれども、これから家

庭を持って、子供も授かって育てていくという意味ではとても自分もこれ

では厳しいというふうに考えております。 

【12番委員】  意地悪で言っているわけではなくて、本当に大丈夫なのかなと心配し

ているんですよね。私も農業をやってますが、とてもじゃないけど、これ

だけじゃ生活できないと思って、危惧して質問しているので、ここいらは

ちゃんと計画を立てたのかどうか。この計画書は鉛筆なめただけで、本当

のことがわからない。もっと具体の部分を聞きたいんですよね。 

【■■■■】  自分としては、少しでも多く収入を上げたいと思っています。ただ、

計画書を書いて、正直、100％自信を持ってできますとも言い切れないと

ころがありまして。 

【12番委員】  生活するのは厳しいですよね。 

【■■■■】  ただ、自分の強みとしては、それも抽象的なのですけれども、いろい

ろな遠回りというか、企業に長く勤めたこととか、恥ずかしながらないの

ですけれども、遠回りして、西アフリカの国まで行ったのですが、お金の

使い方というか、ぜいたくはできないとは思っているのですけれども、節

約が得意かと言われれば、多分得意だと思います。節約、幾らしても、届

かない部分はあると思うのですけれども、パートナーを得て、パートナー

にも働いていただいて、そうすれば、自分としては２５０万円でも、とも

に生きていけるという自信はあります。 

【10番委員】  私も農業をやっているんだけど、１反ちょっとの農地で、作付して、

成長して、物になるというのは、１カ月とか１カ月半かかるわけですよ。

そうすると、農地にコマツナとかいろいろなものを植えて、１反のところ

を、じゃ、成長するまで何をやるかといったら、草むしりぐらいしかやる

ことがないわけですよ。というと、農地を確保してやっていく、この１反

の中で、先ほどから話が出ている、そこで生活しようとしても、５０万も

上がらないですよ。現実。１年間やっても。その辺がわかっていられるの
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か、わかっていられないのか、農地をふやして計画していくのか、要は野

菜づくりは成長しないと物が売れないわけですよ。中には、３カ月、４カ

月のものもあるわけですよ。だから、その辺が、今の土地を借りたから、

すぐスタートしてという形にできるかというと、どこかで仕事をやりなが

ら、少しずつやりながら、そちらから現金収入、パートとか、そういうの

に行きながら生活していくよというなら計画、ある程度わかるんだけど。

今、これから一からスタートというのは、ちょっと考えたほうがいいかも

しれないね。行き詰まっちゃいますよ。先に行くと。余計な話だけど、頑

張ってもらいたいんだけど。最初のうちは、ちょっとパートとか、アルバ

イトみたいなのをしながらやっていくとか。そうして徐々に畑を借りて面

積を増やしていってやっていくか何かしていかないと、なかなか難しいか

なという感じがしますね。 

【11番委員】  スイートコーンは２アールで何本もとれないでしょう。これ、３カ

月、４カ月で何本取れるか。１０アールやっても4,000本ちょっとですか

ら。とても厳しい。ほかの軟弱ものをぐるぐる返したほうが、スイートコ

ーンをやるよりは回転はいいから。スイートコーンは面積をとっちゃう。 

 あと、ハウスでトマトをやるとか。ずっと次の計画かもしれないけど。 

【７番委員】  ちょっと確認したいんですけれども、作物に葉物とか、スイカとか、

ありますけれども、葉物は、種でまきますよね。例えばカボチャとかスイ

カとか、その他もろもろのもの、ブロッコリーとか、キャベツとか、それ

は自分で苗をつくられるんですか。 

【■■■■】  これから夏野菜の作付、まだ正直、お借りした畑も、先日、木を切り

倒したばかりで、これから整地というか、作付はしていなかったところで

すので、トラクターを入れて、そういう段階なので、今年のカボチャ、ス

イカ等の苗は購入しようと考えております。オフの頃にまく、ブロッコリ

ー、キャベツ、ハクサイ等は、何かしらで自分で種をまこうと考えており

ます。 

【７番委員】  例えばキャベツにしても、ブロッコリーにしても、月日がかかるわけ

ですよ。種をまいてから。■■さんがやられようとしているのは、露地野

菜ですよね。ハウスの中で種をまいて成長させるならいいんですけど、 
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苗をつくるときには、どのようにやられるおつもりですか。 

【■■■■】  苗はプラグトレーに苗をつくりたいと。 

【７番委員】  例えば１１月ごろ、レタスでもキャベツでもつくった場合、ある程

度、苗が成長するのは翌年になっちゃうんですよ。今まで皆さんが心配し

ているのは、それで生活ができるのかということを皆さん心配されていま

すけれども、結局、苗をつくるということは、非常に日にちがかかるわけ

ですよ。葉物については、まいて、ビニールで保温すれば、冬場でもある

程度の、例えばコマツナでも、ホウレンソウでも、ぐっと伸びるのですけ

れども、キャベツにしても、レタスにしても、ブロッコリーにしても、す

ごい日にちがかかるということが気になるんですよね。どのような考えで

ものをつくるのかと思って。 

【■■■■】  ありがとうございます。まだ計画段階なんですけれども、苗をつくっ

て、時間がかかるものと、回転させるものとを自分なりに考えていきたい

と思います。 

【議  長】  ほかにございますか。 

 じゃ、■■さん、最後に一言何かあれば。 

【■■■■】  ご心配をおかけします。幾ら口で言っても、自分は形にしていくだけ

しかないと思っていますので。全身全霊で頑張りたいと思います。よろし

くお願いします。 

【議  長】  ご苦労さまでした。じゃ、一旦退席をしてください。 

        （■■■■退席） 

【議  長】  それでは、議事を再開させていただきます。 

 ただいま■■さんのプレゼンが終了いたしました。これより説明に入り

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。 

【管理係長】  受付番号１１、借り手は、門沢橋■■■■■■■■、■■■■、貸し

手は、本郷■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地の明細ですが、本

郷字■■■■■■■、現況地目、畑、■■■平米、ほか１筆、議案書のと

おりでございます。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４月１日から平成３２年１２月３

１日までの３年間でございます。農業振興地域内の新規の計画で、借り手
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は、先ほど来てもらいました市内の新規就農者でございます。３月１４日

に事務局で現地確認したところ、現地は農地として適正に管理されており

ました。また、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、いらっしゃいますか。 

【９番委員】  今の話に関連することなんですけれども、今まで何人か新規就農者を

送ってきたんですが、果たして今までオーケーを出した人はどういう状況

なのかという、中間報告みたいなのがあってもいいかなと思うんですが。

こっちは手を挙げてオーケーだけ出して、その人は果たしてちゃんと耕作

しているのかなというのがわからないんですよ。立派にやっていられます

よというなら結構だと思うんですが、いや、何をやっているんだかわから

ないよという話が大方あるんですよ。だから、以前、梨とブドウをつくる

んだと言われた人が、果たしてちゃんと植えておられるんですかね。それ

が私なんかは現地を見ていないからわからないんですけど、そういう方と

いうのはちゃんとやっていられるのかなという。去年の話ですから、暮れ

に苗が植わっていなきゃおかしいんですよ。どうなんでしょうね。 

【議  長】  それにつきまして、地元の農業委員さんから聞いていきたいと思いま

すが、まず、■■さんですね。５番委員、いかがですか。 

【５番委員】  この間、うちに見えられまして、そのときにいろいろ話を聞きまし

た。最近では水はけをよくするために赤土と黒土をユンボで深く掘り上げ

て、かき回したので、これからそこに植えたいんだと言っておられまし

た。来られたのが３月の上旬ころだったんですが、ブドウ、今植えておか

なきゃ、既に遅いんじゃないですかと言ったんですよね。苗の調達ができ

ているんだけど、頼んであるパワーショベルが来ないんだと言っていて、

それならそれで早くレンタルか何かでやっちゃわなきゃ、今年また１年ふ

いですよという話をしたんですよ。トラクターは新しいのを確かに買われ

ていて、新品のものを野ざらしにして置いてあって、赤土のところは耕し

て、この間見たら、黒いマルチが結構してあって、野菜をつくるのか何な
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のか、そんなような状況です。だから、ブドウ、もう既に遅いんじゃない

かなと私は思っているんです。去年みたいに、少し植えてみたけれども、

また枯らしちゃったみたいな状況に今からやってもなるんじゃないのだろ

うかと思いますが、本人はやる気はあるんだなとは思います。きれいには

なっています。草も生えずにね。 

【９番委員】  もう１カ所の畑はどうですか。 

【５番委員】  そっちのほうは確認していない。 

【９番委員】  ２カ所ありますね。 

【５番委員】  ２カ所あります。 

【９番委員】  ちょっと聞きたいんですけど、新規就農者というのは、話によると、

県から１５０万だかのお金が出るんですか。 

【管理係長】  申請を行って、認定新規就農者として承認されれば、県の補助金とし

て年間１５０万円の補助が出る仕組みがあります。 

【９番委員】  中には、もらって３年やって、草だらけになっちゃって、やめちゃっ

たというのが結構いるような話を聞いたんですよ。 

【17番委員】  関連の人は何人か知っていますけれども、みんな３年でやめちゃう

ね。行政機関から援助をもらっても。その人なんかは藤沢なんですけれど

も、やっぱり生活できないということで。農家はこんなに忙しいのかとい

って。そういうことです。 

【９番委員】  私が思うのは、補助金までもらって、ここで承認して、いいですよと

いう話になったときに、お金をもらって、３年間やったけど、だめだった

という話になっちゃうんですよ。今の話だとね。コマツナだ、何だのにし

たって、そんなにもうかる話じゃないんですよ。現実問題ね。そういうと

ころが、実際にやっているのかどうかということを農業委員会もある程度

の期間、見ていかなきゃいけないと思っているんですよ。計画を承認した

以上は。そのままほっぽっちゃっておいて、あの人、やめちゃって、いな

くなっちゃったよという話じゃ困るので。だから、ある程度は時間を、現

地確認行ったときにでもついでに寄ろうかとか、そこを見てみようかとか

という話でいいと思うんですけど、実際に本当に作物をつくっているのか

どうか、見に行かないとね。ちゃんと管理しているのかどうかぐらいは時
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たまでもいいから、見たほうがいいような気がするんだけど。 

【事務局長】  先ほどの補助金、それは県の予算なんですけれども、今回の方も対象

としては新規就農で、年間１５０万円が５年間出るという制度はあるんで

すが、説明のときには、それを最初から当てにしないで、自分で生活でき

るようにやるようにという話はしております。平成２９年度に３名、新規

就農で、この場でプレゼンをしてやっていただいた方には、その補助金は

まだ出ていないはずです。県のほうも予算がございますので。ですから、

それは始める前に農政課なり農業委員会に相談に来られたときには、そう

いう制度はありますけれども、それを当てにしないでというお話はしてお

ります。 

 あと、以前に審議をしていただいた、本郷で新規就農した■■さんです

とか、門沢橋で新規就農した■■さんは、県の農業サポーター事業という

制度で営農指導員として近くの農家の方がついていますので、その方に指

導をしてもらっています。毎月、どういう作付してあるかを含め指導した

経過を記載した報告書を県央センターに出すというようなことはしており

ます。その際に、事務局でも毎月現地を確認しておりました。 

 ですので、農業委員会のほうで何もフォローしていないわけではなく、

先ほど言われた■■さんに関しましても、事務局としても他の現場に行く

たびに畑の前を通って現地確認はしております。今、お話がありましたと

おり、定例総会案件の現地調査の際に、皆さんにも見ていただくというの

は、これからやるような方向もできるかなとは考えております。 

【議  長】  あと、門沢橋でやっている人がいなかったっけ。 

【事務局長】  その方が■■さんという方です。 

【９番委員】  その人はちゃんとやってますか。 

【事務局長】  門沢橋小学校の近くの川沿いのところで綺麗に耕作されています。 

【13番委員】  そこはいつも私が畑に行くとき、通るんですけれども、計画どおりの

収入が得られているかは分かりませんが、野菜は一生懸命つくっておられ

ますよね。たまたま見えるところですからね。収入は別として、一生懸

命、百姓はやっておられますね。 

【12番委員】  農業アカデミーから来られる人が多いじゃないですか。研修を終え
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て。今まで新規就農した人たちのその後の状況をまとめて、こんな現状だ

というのを、農業アカデミーに対して示した方がいいような気がするんだ

けど。あまりバラ色のことを言わないでくれと。だって、みんなそうだも

ん。バラ色の計画書だもん。 

【10番委員】  アカデミーで作っている書類か。 

【12番委員】  アカデミーで書類作成の指導をされているはずなんだ。だから、それ

はアカデミーにはちゃんとした現状を報告してやったほうがいいんじゃな

いかと思うんだけどね。そうじゃないと、これからもこういう計画書が出

てきて、せっかく新規就農したいという意思を持った人がみんな２、３年

で挫折しちゃったら、あまりに勿体ないもの。 

【議  長】  我々が承認した中で脱落者はいませんので。その前はいかがでしょう

かね。 

【12番委員】  絶対いるはずだよね。農業アカデミーがこういう指導をしているんだ

から、いるはずなんですよね。 

【10番委員】  ■■さん本人が作った書類じゃないよね。先生が作った書類だよね。 

【議  長】  このとおりやれば利益が出ますよということなんじゃないかな。先生

からすると。 

【９番委員】  温暖で、台風も来なくて。 

【議  長】  このとおりやってくださいよという話なんでしょう。 

【12番委員】  これは完全に農業アカデミーの資料だ。私も勤めを卒業してから農業

アカデミーに１年通いましたが、こういうのを出した記憶があります。み

んな適当に書いて出したら合格になっちゃった。だから、これを見てい

て、現実的じゃないなって思ってしまって。 

【事務局長】  先ほどのお話ですが、過去には何人か貸借をやめられた方はいます。 

【議  長】  我々が承認した中ではいないと。その前にはあると。 

【事務局長】  県からの５年間１５０万もらえる制度というのは、途中でやめられる

と、さかのぼって返さなきゃいけないということもあるそうですので、も

しその制度を使う場合には、そういった説明もして、真剣に取り組むよう

にということになるかと思います。ですから、県全体の中での予算の枠が

ありますので、時期的なものとか、いろいろあるそうですので、最近では
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補助金のほうは借りている人はおりません。 

【議  長】  暫時休憩といたします。 

 （休憩） 

それでは、再開させていただきます。意見のある方、いらっしゃいます

か。13番委員。 

【13番委員】  これからの農業委員会の対応のお話ですけど、農業委員会でチェックす

るなんかというのは、逆にしないほうがいい。あえてしようということの

意見であれば、それなら農業委員会はこういうところで書類が出てオーケ

ーならオーケーだよという程度、それまで今いわゆる追跡捜査みたいなも

の、そういうことまで農業委員会ではやらなくたっていいと思うよ。大変

なことだと思う。例えば今日挙がった人が本当に一生懸命やっておられる

のかということであれば、それは事務局から、アカデミー等にＡ君はちゃ

んとやっているか、Ｂ君はこうやっているかということで、聞き取ったり

することはできるかと思いますが、農業委員会全体としてチェックする必

要はないのかなと思います。 

  だから、先ほど５番委員が言われたように、例えば梨が植わっている

のか、柿が植わっているのかということで、我々が農業委員会だからとい

って、よそ様の畑にずかずかと、そういうようなことまで実際にできない

ですよ。幾ら腕章をつけて、帽子をかぶってね。それはできないですよ。

９番委員が言われたように、現地調査のついでと言っちゃおかしいですけ

れども、そういうときに、畑の前を通って耕作状況を確認する程度ならい

いんですけれども。例えば私のところは門沢橋ですから、道か何かで見え

るところならいいんですけど、そうじゃないところで、ずかずかと行って

いって、本当にやっているのかなというようなことは、農業委員会ではで

きないんじゃないかと、私個人としては思いますよ。よそ様の畑に。です

から、詳細にチェックをするということであれば、公の段階、例えば事務

局を通してアカデミーですとか、そういうところに聞き取りをするのがベ

ターかなと、私はそう思います。農業委員会としてはやらないほうがい

い。 

【６番委員】  この案件はあくまでも市の利用集積計画の承認という趣旨ですよね。



32

その要件として、新規就農というので、アカデミー経験者とかという、借

り手の要件を満たしているかのチェックということですよね。 

【16番委員】  農業関係について言うと、農業改良助長法という法律があるんです

よ。その中で、国、県等行政のそれぞれの役割というのが決まっていて、

新規就農なんていうのは県がやる仕事に分類されているんですね。ですか

ら、県の機関である農業アカデミーで研修をして技術を学びましたという

ことで、この方は来られていると思うのですよ。だから、じゃ、農業委員

会は何をしたらいいかというと、その人が新規就農するために農地を借り

る、そのために、その方が借り手として適切かどうかというのを判断すれ

ばいいんだと思うんですね。農業アカデミーで技術等については研修をし

て、この方なら新規就農ができるよということで県が行政機関として認め

たから卒業できた。だから、今回、農地を借りるという案が出てきたので

あって、さっき13番委員が言われたように、その先のことは農業委員会と

しては、気にして現地確認のときにのぞいてみるのは勿論大事だとは思い

ますが、責任をもって指導するというところまではやらなくていいんじゃ

ないかなという気がするんですけど。荒廃地になってしまったのなら話は

別ですが。 

【議  長】  いまのご意見に関して、みなさまからなにかございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見も出尽くしたのかなと思います。これらを踏まえまし

て、受付番号１１について、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、承認とさせていただきます。 

 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いた

します。 

【管理係長】  受付番号１２、借り手は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、貸し

手は、大谷南■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地の明細

は、大谷字■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、ほか６筆でござい

ます。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借
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りの期間は、平成３０年４月１日から平成３２年１２月３１日までの３年

間でございます。農業振興地域内の新規の計画で、借り手は、市内の認定

農業者でございます。３月１４日に事務局で現地確認したところ、現地は

農地として適正に管理されておりました。また、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、採決をさせていただきま

す。 

 受付番号１２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１７ページ、日程第６、議案第１６号 平成３１年度県農

林業施策並びに予算に関する要望（案）についてを議題といたします。 

 これにつきましては、３月６日に農地小委員会を開催しておりますの

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申し上げ

ます。 

【18番委員】  それでは、報告いたします。 

 今月６日に、委員の皆さんに集まっていただき、平成３０年度の農政小

委員会を開催いたしました。皆さんのお手元の資料のとおり、平成３１年

度県農林業施策並びに予算に関する要望ということで、取りまとめをさせ

ていただきました。皆様にご確認の上、よろしくお願いしたいと思いま

す。また、内容につきましては、事務局から説明させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

【議  長】  事務局、説明をお願いいたします。 
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【事務局長】  それでは、資料４をお開きいただきたいと思います。横使いのページ

でございます。今回は、平成３１年度税制改革の税制のほうの要望になり

ます。３月６日に農政小委員会を開いていただきまして、５項目にわたっ

て意見、要望を取りまとめさせていただきました。 

 まず１つ目です。「次の農地についても相続税納税猶予制度の特例対象

農地等とすること」ということで、「畜舎、農業用倉庫等の農業用施設用

地」、また「市民農園及び学童農園の用に供する農地」についても対象と

するということで、理由としましては、こちらに記載がありますとおり、

「施設を利用した集約的な経営を更に展開させていくために畜舎等も温室

と同様に納税猶予制度の適用を認めていく必要がある。また、市において

は、遊休農地等の解消として、市民農園や学童農園を開設しており、公共

性が高いので、同様の配慮をする必要がある」という内容でございます。 

 ２点目です。「市街化調整区域内農地及び生産緑地の納税猶予の適用を

受けた場合、終身営農が条件となっているが、免除期限を２０年とするこ

と」という内容です。理由につきましては、市街化調整区域内農地は猶予

免除後も転用のための権利移動の制限等があるということもありますの

で、２０年の免除にしてほしいという内容です 

 ３点目です。生産緑地の関係で、企業やＮＰＯ等の第三者に貸した場合

でも引き続き相続税の納税猶予を適用させてほしいという内容です。こち

らは、新規ということで挙げさせていただいております。都市農地の保全

の一環として、税制面においても配慮する必要があるのではないかという

ことです。 

 ４点目です。「都市近郊農業振興のために、市街化区域農地の保全は不

可欠であるため、生産緑地法の一部改正による緩和と共に、一般市街化区

域内の農地に関しても固定資産税の軽減を図ること」という内容です。生

産緑地の関係は、平成２９年４月に改正されて、面積の関係ですとか、直

売所、農家レストランの設置の関係ですとか、あと、生産緑地の買い取り

の可能となる期間の延長等が挙げられておりますけれども、一般市街化区

域内の農地については、宅地並み課税が重い負担となっていますので、生

産緑地と同様に、固定資産税の軽減措置の検討をお願いしたいという内容
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でございます。 

 めくっていただきまして、５点目です。相続の関係ですけれども、「農

業後継者が相続する農地に対して、相続税の軽減措置を講ずること」とい

う内容です。理由としましては、「相続が原因で、農地が分散し経営規模

が縮小し、ひいては農家そのものの維持が困難となっている。そのため、

少しでも、農業後継者が農地を相続しやすくする措置として、農業後継者

が相続する農地に対して、相続税の軽減を検討願いたい」という、以上５

点でございます。こちらは、今日ご決定していただければ、今月中に県の

ほうに内容を送りたいものでございます。 

 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。 

 それでは、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１８ページ、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。 

 生産緑地の斡旋についてを案件といたします。 

 生産緑地番号２１３について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】  生産緑地の買い取り申し出に対し、市長が買い取らない場合、当該生

産緑地において、農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得でき

るように斡旋することに努めなければならないとされています。農業委員

会へこの斡旋の協力依頼が来ております。 

 生産緑地番号２１３、所在は、社家字■■■■■、現況地目、畑、台帳

地目、畑、■■■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。案内図及び

現地の写真は、資料５をご覧ください。この農地につきましては、平成３
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０年第１回定例総会におきまして、土地所有者の故障という事由により、

生産緑地の主たる従事者についての証明願が提出され、証明の決定がされ

ました。２月１４日付で市に対して土地所有者より、この生産緑地の買い

取りの申し出がされましたが、市では買い取らないということとなり、市

から農業委員会に対して斡旋の協力依頼が来ております。斡旋につきまし

ては、まずご自身でお考えをいただき、また、周囲、地区の方に情報提供

をしていただきまして、希望される方がいらっしゃいましたら、議案書に

ございますとおり、４月２６日、木曜日までに事務局へご連絡くださるよ

うにお願いいたします。その結果を４月２７日、金曜日に、海老名市都市

計画課へ事務局から報告させていただきます。 

 以上でございます。 

【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】  質疑がないようでございますので、生産緑地の斡旋について、生産緑

地番号２１３、事務局の提案説明どおりで了承と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】  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ページでございます。農業用施設農地に係る転用届出

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１、申請地は、大谷南■■■■■■■■■、登記簿地目、畑、

■■■平米のうち■■■■■平米です。転用者は、中央■■■■■■■■

■、■■■、転用の目的は、農業用倉庫、施設の規模は、92.74平米で
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す。資料は、資料６－１に申請地の案内図及び写真、資料６－２に申請地

の平面図、資料６－３に建物の図面をお配りしています。 

 以上でございます。 

【議  長】  地区委員の意見を伺いいたします。５番委員。 

【５番委員】  農業用倉庫ということであり、規模も92.74平方メートルであり、特に

問題はないと思います。 

【議  長】  質疑のある方、いらっしゃいますか。いられませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号１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２０ページから２２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６の１件と、農地法第５条の受付番号７から１

２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２０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２月１日から２月２

８日までの間に届出がされたものです。受付番号６の１件で、畑、３７４

平米です。 

 続きまして、議案書の２１ページ、２２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２月１日から２月２８日までの間に届出がされたもので

す。受付番号７から１２までの６件で、田、1,253平米、畑、９９９平

米、合計、2,252平米です。以上、これらにつきまして、専決処分で受理
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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ので、農地法第４条の受付番

号６の１件と、農地法第５条の受付番号７から１２までの６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】  異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

 次に、議案書２３ページ、平成２９年度の目標及びその達成に向けた活

動の点検・評価（案）について、及び平成３０年度の目標及びその達成に

向けた活動計画（案）を案件といたします。 

 一括して事務局から説明をお願いいたします。 

【主  事】  農業委員会法の第３７条では、農業委員会は、その運営の透明性を確

保するため、農地等の利用の最適化の推進の状況、その他農業委員会にお

ける事務の実施状況について、適切な方法により公表しなければならない

と定められております。これに基づき、平成２９年度の活動の点検・評価

（案）及び平成３０年度の活動計画（案）を作成しましたので、報告いた

します。 

 資料７をご覧ください。平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価（案）でございます。内容をご覧いただきたいと思います。

主要なところのみ読み合わせをさせていただければと思っております。下

にページ数を振っておりますので、それに沿ってご説明をいたします。 

 資料７の１ページ、「Ⅰ 農業委員会の状況」というところは、国が行

っている統計調査の情報等に基づく数字が記載されております。昨年３月

に活動計画を作成したときと同じ数字が入っております。時点が平成２９

年４月１日現在となっておりますので、同じ数字が入っております。 

 次に、１枚めくっていただきまして、資料の２ページをご覧ください。

「担い手への農地の利用集積・集約化」でございます。国の考え方におい
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ては、これからの農業は、規模を拡大して、効率的で採算のとれるような

経営を行う少数の農業者が担うべきで、その効率的な経営を行う農業者へ

農地を集積していく必要があると考えられております。また、そのような

農業者は、基本的には認定農業者の認定を受けているものであると考えら

れているようです。平成２５年度の時点で、全国的な担い手への集積面積

は５０％と言われておりまして、これを平成３５年には８０％に引き上げ

たいという計画が平成２５年に決定されております。海老名市では、ここ

で言う担い手の定義に当てはまるのは認定農業者のみとなっております。

この集積面積は、認定農業者、現在、５６経営体おりますが、その認定農

業者の市内の耕作面積のことで、平成２９年３月時点では合計８９ヘクタ

ールでございました。これが２のところ、目標及び実績というところです

が、９０ヘクタールになるよう目標を立てておりまして、平成３０年３月

現在では、実績としては92.4ヘクタールでしたので、目標達成はしており

ます。評価としましては、今後も農地の貸し借りについて、情報把握に努

め、利用権設定事業に引き続き取り組むという案を作成しております。 

 次のページ、資料３ページをご覧ください。「新たに農業経営を営もう

とする者の参入促進」についてです。全国的には新規就農者や農業以外の

法人の参入も積極的に促進していて、何とか農地を維持しようという考え

方がございます。海老名市では平成２９年度、新しく１０アール以上の規

模で農業に参入した方は３名でした。例年より多いですが、かながわ農業

アカデミーから直接相談が来たということや、地権者さんとスムーズに話

がついたというようなことが大きかったのかと思います。評価の案とし

て、一番下に記載がございますが、「更なる情報収集に努め、必要なタイ

ミングで情報提供ができるよう備える」としております。 

 次のページ、資料の４ページをご覧ください。「遊休農地に関する措置

に関する評価」です。平成２８年度に農業委員会が行った農地パトロール

で、荒廃地であると確認した農地は1.0ヘクタールありました。以前の総

会でご報告させていただいていますが、平成２９年度の調査結果では、こ

れが1.2ヘクタールでしたので、結果的に0.2ヘクタール増加したというこ

とが記載してあります。もともと市内の荒廃農地率は全国的に見ても非常
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に少ない割合となっておりますので、その維持が課題かと考えられます。

中段には、皆さんが行った農地パトロールの概要の記録が記入してありま

す。一番下の行に記載がありますが、評価の案としましては、「管内の遊

休農地は多くないため、遊休農地の増加がみられた。今後も引き続き遊休

農地解消に向けて遊休農地所有者等へ指導する」、「地区担当委員が担当地

区を責任をもって調査し、土地ごとの実情に応じた活動ができたが、個別

的な事情による耕作放棄があった。今後の対応策を検討したい」という評

価としております。 

 次のページ、資料の５ページをご覧ください。「違反転用への適正な対

応」です。こちらについては、現在、正式に把握している市内の違反転用

地というものはございませんので、ゼロという数字が入っております。 

 次のページから、農業委員会事務の点検でございます。資料の６ページ

をご覧ください。一覧の表には、農地法第３条の許可申請案件が、平成２

９年４月から、先ほど今月までご審議いただきました３月までの間に２５

件ありまして、法令に基づいて１件ずつ審議を行った旨が記載されており

ます。 

 同じページ、下の表には、市街化調整区域内の農地転用の許可申請が、

４月から今月までで１９件審議をいただいておりまして、１件ずつ法令に

基づいて審議をした旨が同じく記載されております。 

 次のページ、資料の７ページをご覧ください。右上の表ですが、農地所

有適格法人、これは改正前は農業生産法人と呼んでいた法人ですが、毎年

行わなければならない農業委員会への報告を海老名市では確実に出してい

ただいていることや、法令に基づき、賃借料などの農地情報を調査し、公

表しているということが書いております。 

 また、次のページ、資料８ページをご覧ください。こちらのページに

は、法令に基づき議事録を公表しているということや、農業者の代表とし

て市や県へ意見を提出しているということが記載されています。 

 以上が平成２９年の海老名市農業委員会の活動についての点検・評価

（案）でございます。 

 そのまま引き続きまして、今後、平成３０年度の活動計画に移ります。
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資料８の１ページ目をご覧ください。こちらも事務局で案を作成しました

ので、ご審議いただきたいと思っております。 

 「平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）」でござい

ます。１ページ目には、先ほどと同じ案ですけれども、農業委員会の情報

として、国の統計等で出ている統計的な情報を記載しております。この中

で農林業センサスというものに基づいて記入しているものもあるのです

が、こちら、５年に１度の調査でございますので、昨年と数字が変わって

いないというところもございます。 

 次のページ、資料の２ページをご覧ください。「担い手への農地の利用

集積・集約化」という項目です。現在、92.4ヘクタールである担い手、認

定農業者への市内の集積率が９４ヘクタールとなるような農地の利用集積

を進めていくという目標でございます。 

 また、下の段は新規参入者についての計画です。海老名市においては、

新規参入希望が多くなく、また、希望する条件に合う農地の出し手がなか

なかいない、基本的に農家同士での貸し借りが進んでいるというようなこ

とから、農地は地域の担い手に集積していただくことを第一とするという

計画を立てております。 

 次に、資料３ページをご覧ください。上の段に「遊休農地に関する措

置」とございます。平成２９年度の調査では、海老名市の遊休農地の総面

積は約1.2ヘクタールでした。これが３０年度の調査結果では、さらに0.3

ヘクタール少なくなるよう、遊休農地の地権者等へ働きかけを行っていく

という計画案を作成しております。また、下の段ですが、先ほどと同じ

く、公式に把握しているという違反転用の情報はございません。違反転用

を把握したときには、是正に向けて働きかけを行っていくということにな

ります。 

 以上が事務局で作成した活動計画の案でございます。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から説明が終わりました。最初のほうの平成２９年度の目標及

びその達成に向けた活動の点検・評価（案）について質疑のある方、いら
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っしゃいますか。いられませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、ただいま事務局から説明がありましたとおりの内容で承認

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】  では、了承とさせていただきます。 

 続きまして、平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）

についての案件につきまして、質疑のある方、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】  質疑がないようでございましたら、平成３０年度の目標及びその達成

に向けた活動計画（案）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、傍聴者の方は退出をお願

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。 

        （「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】  本日は長い間どうもご苦労さまでした。先ほどありましたように、新

規農業者に関して、いろいろなご意見等、私は大変参考になりました。任

期が、３月過ぎたら４月からあと１年ということで、その間またいろいろ

な案件があると思いますが、皆さんの貴重なご意見で円満に進めたいと思

います。よろしくお願いします。今日はどうもご苦労さまでした。 

（終了 午後３時４０分） 


