
平成３０年第４回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成３０年４月２５日

                           １３時３０分～１４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４回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成３０年４月２５日「平成３０年第４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、 事務局次長 市川 清、 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17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２ 議案第18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19号 農用地利用集積計画（案）について 

  日程第４ 議案第20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 議案第21号 「平成３１年度県農林業施策並びに予算に関する要望（案）」

及び「平成３１年度県農地等利用最適化の推進に関する意見

（案）」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  農地の一時転用について 
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⑷  農地転用届出による専決処分について 

⑸  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

会長が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 

【議  長】  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名の方も全員出席しておりますので、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、６番委員、７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５ページの活動状況、農地の異

動状況、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、何かご質問がありましたらお願いを申し

上げます。ございませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでございますので、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すると規定をされておりますの

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．付議事項に入ります。 

 議案書６ページ、日程第１、議案第１７号 相続税の納税猶予に関する
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適格者証明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】  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６ページです。受付番号２、被相続人は上郷■■■■■■■■、

■■■■、相続開始年月日、平成２９年１０月８日、申請人は、上郷■■

■■■■■■、■■■■、続柄は孫、職業は会社員です。特例農地等の明

細ですが、上郷■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、宅地、市街

化区域内の生産緑地、■■■平米です。４月１２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いました。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。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】  地区委員の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  この申請人、■■さんは、■■さんの息子さんの子供ということで、

去年ですか、息子さんが亡くなられて、■■さんが今年亡くなられたとい

うことで、この相続ということで申請人になっております。農地につきま

しては、宅地内が、ここに書いてあるとおり、■■■■■です、約■反■

畝か■畝ぐらいあるんですが、その中に生産緑地として現在証明を受ける

畑があるということです。現在はきれいに畑が整備されております。特に

問題ないと思われます。 

【議  長】  ただいま説明が終わりました。 

 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】  質疑も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。 

 次に、議案書７ページ、日程第２、議案第１８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】  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７、被相続人は、社家■■■■■■、■■■■、相続人は、社

家■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は平成２７年

４月２４日から平成３０年４月２５日までです。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、

ほか７筆、議案書のとおりです。３筆が農業振興地域内の田、５筆が生産

緑地の畑で、合計■■■■平米です。事務局で４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】  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。 
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 受付番号７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８ページ、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  事】  受付番号８、被相続人は、中新田■■■■■■、■■■■、相続人

は、中新田■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間

は平成２７年４月２４日から平成３０年４月２５日までです。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１筆、議案書のとおりです。１筆が農業振興地域内の田、

１筆が生産緑地の畑で、合計■■■■■平米です。事務局で４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】  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８について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書９ページ、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。 

【主  事】  受付番号９、被相続人は、綾瀬市小園■■■■■、■■■、相続人

は、綾瀬市小園■■■■■、■■■■■、引き続き農業を行っている期間

は平成２７年５月２６日から平成３０年４月２５日までです。特例農地等

の明細ですが、社家字■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、■
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■■平米、ほか３筆、議案書のとおりです。全て農業振興地域内の田で、

合計■■■■■平米です。事務局で４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】  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、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１０ページ、日程第３、議案第１９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１３について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  まず初めに、受付番号の取り扱いについてご説明をさせていただきま

す。 

 議案書１０ページ、１１ページをご覧ください。１０ページの農用地利

用集積計画（案）について「貸し借り」というところですが、受付番号が

１３の次が１５になっております。そして、１１ページをご覧いただく

と、こちらが農用地利用集積計画（案）について「売買」となっておりま

して、こちらに受付番号１４と振ってあります。これは農用地利用集積計

画作成申出書を受け付けた日付によって番号をとっており、貸し借りと売

買とで番号を分けてはおりませんので、飛んでいるような形になっており

ます。受付番号１５の貸し借りよりも受付番号１４の売買のほうが早く受

け付けを行ったということがありましたので、このような番号のとり方と

なっております。 

 それでは、提案説明をさせていただきます。 
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 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。 

 受付番号１３、借り手は、上郷■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、上郷■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は２筆で、下

今泉■■■■■■■■、現況地目、畑、■■■平米、ほか１筆、議案書の

とおりで、合計■■■■■平米です。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８月１日から平成３２年１

２月３１日までの３年間、借賃は２筆で年額１万5,000円、借賃の支払方

法は年末に現金一括払いとのことです。農業振興地域内での新規の計画

で、借り手は市内の農家です。４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。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】  事務局から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１３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１５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１５、借り手は、中新田■■■■■■■■、■■■■、貸し
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手は、中新田■■■■■、■■■■■、相続人、中新田■■■■■■■

■、■■■■、貸し借りする農地は２筆で、中新田■■■■■■■、現況

地目、田、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりで、合計■■■■■平

米です。貸し借りの種類は使用貸借権の設定、利用目的は水田、貸し借り

の期間は平成３０年５月１日から平成３４年１２月３１日までの５年間で

す。農業振興地域内の新規の計画で、借り手は市内の農家です。４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。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】  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１５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１１ページ、農用地利用集積計画（案）について「売買」

を議題といたします。 

 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  事】  受付番号１４、譲受人は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、譲渡

人は、川崎市麻生区上麻生■■■■■■■■■■■■、■■■■、所有権

の移転を行う土地は、大谷字■■■■■■、現況地目、畑、台帳地目、

田、■■■平米、所有権の移転の時期は平成３０年５月１５日、対価は５

００万円、対価の支払期限は平成３０年５月１５日、対価の支払方法は口

座振込み払い、土地の引き渡しの時期は平成３０年５月１５日です。現地
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は農振農用地区域内の畑です。 

 なお、資料１－１の現地の案内図と写真、資料１－２及び１－３に利用

権設定等促進事業に関する概要説明や、これにより所有権移転を行った場

合の税制上の特例等の説明資料をお配りしております。詳細に関しまして

は、昨年の定例総会においてご説明を申し上げましたので、割愛をさせて

いただきますが、簡単に申し上げますと、譲渡人は、譲渡所得に関する８

００万円までの特別控除が受けられること、譲受人は、不動産を取得する

際発生する不動産取得税や登記を行う際に発生する登録免許税の軽減措置

が受けられることのような特例がございます。 

 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。５番委員。 

【５番委員】  昨年来話し合いを重ねてまいりました。その結果、問題となっていた

資材や機械などは片づけられ、きれいに耕うんされ、ジャガイモ、サトイ

モが植えつけられ始めております。今後は２００平米以内のビニールハウ

スを建てて、資材、農機などを格納する予定と聞いております。また、残

余の土地は畑として耕作するという確認もしていただきました。 

 以上のようなことから問題はないと考えます。 

【議  長】  事務局、補足説明をお願いいたします。 

【主  事】  まず、本案件につきまして経過のご報告をさせていただきます。 

 本案件は、昨年、平成２９年第３回の定例総会において１度議案として

上程をさせていただきましたが、申請地の状態が耕作の用に供する農地と

して認められないということから、農地として耕作できる状態に復元する

ことを条件として継続審議となり、結果、第４回の定例総会までには間に

合わず、１年かけて是正に取り組むということで取り下げとなりました。 

 それから１年が経過し、平成３０年３月１４日に農地へ復元した旨の報

告を受けまして、事務局で現地確認を行ったところ、申請地に関しまして

は、耕作できる状態と見られそうでしたので、３月１６日に、１番委員、

２番委員、地区担当委員の５番委員、事務局とで再度現地確認を行いまし

た。その場では、確かに農地に復元されたと言えそうですが、可否に関し

ましては委員の皆様にお諮りして決定をするということで、確認を終えま
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した。またその中で、新しく譲り受ける■■さんへは、取得後は農地とし

て使用すること、すぐにもとの状態に戻すことがないようよく説明し、了

解を得ることという指示をいただきました。 

 これに基づきまして、申請をするための書式に一部変更を加えました。

内容としましては、所有権の移転に関する定めについての項目として、土

地利用の制限ということで、所有権を取得したときは、当該土地をその利

用目的どおり使用しなければならない旨、及び目的外利用を行おうとする

ときは、事前に当該土地の存する市町村と相談し、法令の定めに従い、必

要な手続を行う旨を追記いたしました。これらの記載がある申請書へ実印

を押印させ、印鑑証明を添付させております。 

 また、その際に譲受人の■■さんへは、事務局からよく説明をし、本人

からは承知した旨聞き取るとともに、既に当該地については畑として作付

を行う計画があり、現にジャガイモの種を植えたということも聞き取って

おりますので、申請地の状態に関しては問題がないものと事務局としては

考えているところでございます。そして、昨日は現地調査班の皆様にも現

地をご確認いただきました。 

 以上が昨年取り下げを行ってから現在までの申請に関する簡単な経過で

ございます。 

 続けて補足説明を行います。 

 農用地利用集積計画による所有権移転を行うときは、農業委員会が作成

する農地異動適正化あっせん譲受等候補者名簿に登載されていることが１

つの要件となっておりまして、譲受人の■■さんは、農地異動適正化あっ

せん基準に基づきその名簿に登載されています。こちらに関しましては、

平成２９年２月２３日に地区担当委員の５番委員と事務局とで要件の確認

を行い、名簿に登載をいたしました。また、譲受人の農業経営面積は■■

■■■■■平米で、■■■■さんは農家世帯の農業後継者です。■■さん

の世帯は専業農家で、経営主の■■■■さんは認定農業者です。このほ

か、利用集積計画を作成し所有権移転を行う場合の要件に反する項目はあ

りません。これらにより農用地利用集積計画作成について問題がないと思

われます。 
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 以上でございます。 

【議  長】  それでは、現地調査班長の意見をお伺いいたします。班長の19番委

員。 

【19番委員】  昨日、現地確認してまいりました。５番委員や事務局からも説明があ

りましたけれども、昨年と違って、機械等一切置いていませんし、現地も

耕されて、聞き取りでは、お母さんがたまたまいらっしゃって、今ナスの

植えつけをしているんだという説明をいただいております。農地として特

に指摘することはないと思います。 

 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】  質疑も意見もないようでございますので、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、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１２、１３ページ、日程第４、議案第２０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２、３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  事】  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３０年が経過した場合、２つ目

は、農林漁業の主たる従事者が死亡した場合、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
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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カ月以内に行います。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

調わなければ買い取り申し出を受けた日から３カ月後に行為の制限の解除

が申出者に通知されるという仕組みです。 

 議案書１２ページをご覧ください。受付番号２、申請者は、今里■■■

■■■■■■、■■■■■、買取り申出事由は主たる農業従事者の死亡、

買取り申出事由発生日は平成３０年３月２０日、申請者は買取り申出事由

発生者の妻です。買取り申出をする生産緑地は今里■■■■■■■、ほか

４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４月１２日に現地確認をしたところ、

現地は農地として確認をしました。また、こちらに記載されている買取り

申出事由発生者に関しまして、農家基本台帳では世帯の農業経営主として

毎年登載がされておりましたが、平成３０年の農家基本台帳では病気療養

中との記載がございました。これらからこの案件に関しまして特に問題な

いと思われます。 

 続きまして、受付番号３、申請者は、今里■■■■■■■■■、未成年

者、■■■■、親権者、■■■■■、買取り申出事由は同じく主たる農業

従事者の死亡、買取り申出事由発生日は平成３０年３月２０日、申請者は

買取り申出事由発生者の子です。買取り申出をする生産緑地は今里■■■

■■■■、ほか３筆、議案書のとおりで、合計■■■■■平米です。現地

の案内図と写真は同じく資料２をご覧ください。事務局で４月１２日に現

地確認をしたところ、現況、農地として確認をいたしました。その他、買

取り申出事由発生者に関しましては先ほどと同様でございますので、この

案件に関しまして特に問題ないものと思われます。 

 以上でございます。 
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【議  長】  それでは、質疑のある方、いらっしゃいますか。一括でお願いいたし

ます。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、意見のある方。同じく一括でお願いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑も意見もないようでございますので、受付番号２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、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、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  全員賛成でございます。よって、受付番号３についても承認とさせて

いただきます。 

 次に、議案書１４ページ、日程第５、議案第２１号 「平成３１年度県

農林業施策並びに予算に関する要望（案）」及び「平成３１年度県農地等

利用最適化の推進に関する意見（案）」についてを議題といたします。 

 これにつきましては、４月１９日に農地小委員会を開催いたしておりま

すので、農政小委員会委員長の６番委員から審議経過の報告をお願いいた

します。 

【６番委員】  ４月１９日、平成３０年第２回海老名市農業委員会農政小委員会を開

催しました。 

 資料３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

（案）及び平成３１年度県農地等利用最適化の推進に関する意見（案）に

ついてまとめさせていただきました。 

 内容につきましては事務局から説明させますので、よろしくお願いいた

します。 

【議  長】  それでは、事務局、説明をお願いいたします。 

【事務局次長】  それでは、平成３１年度県農林業施策並びに予算に関する要望（案）及

び平成３１年度県農地等利用最適化の推進に関する意見（案）につきまし



14

て、ご説明を申し上げます。 

 案件は６件で、継続が４件、新規が２件でございます。 

 １、農地の保全と有効利用対策について、１項目の１番目について継続

案件で、法人等による農地の仮登記並びに農地の取得事項に制限がかけら

れるよう法規制の整備を国に働きかけることでございます。 

 読み上げで確認をさせていただきます。意見・要望事項について、「近

年、農地に対し農家以外の法人により仮登記等が設定されており、農地を

有効利用する上での支障となっている状況であります。このことから、法

人等による農地の仮登記並びに時効取得を制限できるよう法規制の整備を

国に働きかけること」。理由について、「農地保全の観点から、農家以外の

人が実質的な所有者になることにより、耕作が行われず農地の遊休・荒廃

化が進むことが懸念される。」ためでございます。 

 続きまして、１項目の２番目について、継続案件で、過去、台風時や大

雨洪水時に広く周辺の水田などに冠水した経緯があることから、永池川の

河川改修を早急に実施することをお願いするものでございます。 

 読み上げで確認をさせていただきます。意見・要望事項について、「永

池川の河川改良は、順次河川改修が予定されておりますが、未だ日時を要

するようです。引き続き、河川改修を順次推進していただくよう要望する

と共に、その間の暫定として、早期に河原底の土砂を取り除くこと。ま

た、地元の意見をよく聴取し、反映すること」。理由について、「河川改修

されないことにより水田の機能維持ができなくなっており、荒廃農地が増

えている。優良な農地を維持することが困難となっている。」ためでござ

います。 

 ２、担い手・経営対策について、２項目の１番目について、継続案件で

ございます。認定農業者へのメリット対策として、都市近郊下にある神奈

川県農業をさらに推進するため、県独自の農業支援措置を要望するもので

ございます。 

 読み上げで確認させていただきます。意見・要望事項について、「「認定

農業者」制度について、利子助成の拡充等、県独自の都市近郊型農業支援

措置を講ずること」。理由について、「市の基本構想策定に伴い、「認定農
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業者」への支援として、国で示されているもの以外に、基本構想達成のた

めの県独自の支援策が必要と考える。」ためでございます。 

 ２項目の２番目について、継続案件でございます。水田の耕作者等に水

利費を負担していただいておりますが、農地が開発等で減少する中にあ

り、負担金の増加が予想されるため、この対策等をお願いするものでござ

います。 

 読み上げで確認させていただきます。意見・要望事項について、「県が

管轄する農業用水の、耕作者への負担金が増加する懸念があるため、今後

の処置の検討をお願いしたい」。理由について、「左岸土地改良区により敷

設された左岸用水の継続的な活用のため、現在耕作者はその使用に当たり

１０ａあたり4,000円の負担金を毎年水利組合に納めています。しかし、

耕地が開発により減少する中で、今後負担金の増加が予想されるため。」

でございます。「特に海老名耕地の減少は著しい」ということでございま

す。 

 新規案件が２件でございます。 

 ３、農業委員会組織対策について、３項目の１番目について、新規案件

で、農地情報公開システムは、農業委員会業務の基幹的なシステムである

ため、情報のデータ更新に係る維持管理費用などを適切に予算措置してい

ただくように要望するものでございます。 

 読み上げで確認させていただきます。意見・要望事項について、「農地

情報公開システムは、農業委員会の法定台帳である農地台帳及び地図を管

理する重要なシステムであることから、今後もその維持及び改修に必要な

予算の確保について、国に働きかけること」。理由について、「農地情報公

開システムは、農業委員会業務の基幹となるシステムであることから、今

後も引き続き必要な予算を講じる必要がある。」ためでございます。 

 ３項目の２番目について、新規案件でございます。農業委員会業務の効

率化、円滑化を進めるため、タブレット端末の導入など、必要な予算措置

を国に働きかけることでございます。 

 読み上げで確認させていただきます。意見・要望事項について、「農業

委員会業務の効率化を図るため、利用状況調査や農地利用の最適化のため
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の相談業務等に活用するタブレット端末の整備に対し、必要な予算措置を

国に働きかけること」。理由について、「現場における農業委員会業務の円

滑な推進のため、業務のペーパーレス化、電子化が求められるため、必要

な予算を講じる必要がある。」ためでございます。 

 以上、雑駁な説明ではございますが、以上となります。 

【議  長】  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。 

 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１５ページ、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。 

 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】  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、現況は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

であったとして、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１５ページをご覧ください。受付番号２、申請地

は、本郷字■■■■■■■■■、登記簿地目、畑、■■平米です。申請者
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は、厚木市松枝■■■■■■■、■■■■、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４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２６年には住宅の敷地として利用され

ていた記録があり、その後も住宅の敷地として利用され続け、現在に至っ

ているとのことです。なお、平成６年１月に住宅を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。４月

１３日に農地小委員会の17番委員、12番委員、９番委員と事務局職員とで

現地確認調査へ行き、現況は住宅の敷地として利用されていることを確認

しました。また、航空写真を確認し、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】  農地小委員会の意見をお伺いいたします。委員長の17番委員。 

【17番委員】  現地を見に行ってきましたけれども、農地への復元は困難だと思いま

す。あとは、周りは畑で何も影響はありません。 

 終わります。 

【議  長】  説明が終わりました。 

 質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますので、受付番号２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ございますので、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書１６ページでございます。（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】  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
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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２、申請地は、上今泉■■■■■■■■■、登記簿地目、畑、

■■■平米のうち■■■■■平米です。転用者は、柏ケ谷■■■■■■

■、■■■■■■■■■■■■■■■、■■■■、持分１０の９、柏ケ谷

■■■■■■■、■■■■■■■■■■■■■■■、■■■■、持分１０

の１、転用の目的は、農業用倉庫、施設の規模は16.38平米です。資料

は、資料５－１に申請地の案内図及び写真、資料５－２に申請地の平面

図、資料５－３及び５－４に建物の大きさを示す資料をお配りしておりま

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。７番委員。 

【７番委員】  ■■さんは、ちょっと事情がありまして、農業用倉庫を取り壊しまし

て、その後、すぐこの新たな場所に農業用倉庫、コンテナを先に設置して

しまいました。■■さんは、届出前にコンテナを置いたことにつきまして

は非常に反省をしておりまして、今後、このようなことがないように気を

つけますということでした。 

 以上です。よろしくお願いをいたします。 

【議  長】  現地調査班長の意見をお伺いいたします。班長の19番委員。 

【19番委員】  昨日、現地調査をしてまいりました。この土地は、コンテナを置いて

ありますけれども、それ以外は全て農地として管理されておりました。作

付はされていませんでしたが、きれいになっておりました。農地としては

問題ないと思います。 

【議  長】  ありがとうございました。ただいま説明が終わりました。 

 質疑のある方、いらっしゃいますか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  それでは、受付番号２については……。 

【13番委員】  審議じゃないんでちょっと教えてもらいたいんです。畑のところに農
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業用の倉庫ということで、よく見かけるんですけれども、ほかの人が見る

と、畑に何か物を置くための小屋、あずま屋という感覚なのか、本当に農

業用の倉庫として、農業のために使う倉庫なのか。その辺のところを、例

えば置く場合には許可が必要なのか、勝手に置いちゃった場合には違反な

のかどうか、その辺のところは、意見じゃないんですけれども、教えてい

ただければと思いまして、以上、質問させていただきます。 

【主  査】  まず、実際の倉庫が農業用のためのものかどうかというところですけ

れども、これにつきましては、申請者からの聞き取り等で確認をしており

まして、今回の■■■■さんの件につきましても、あの中に入れるものは

農業用のものですという確認はしております。 

 それから、今回事後になってしまったんですけれども、それが違反にな

るかどうかという部分につきましては、ご説明がかぶる部分があるかもし

れないんですが、耕作の事業を行う者が２アール未満の農地を農業用施設

にする場合には、転用の許可不要と規定されておりまして、許可不要案件

ということになります。それについては許可不要でございますので、特に

法令上、事前に届け出をしなければならないといった決まりはございませ

んので、事後であっても、直ちに法令違反ということにはならないんです

けれども、農業委員会といたしましては、お願いとして、事前にきちんと

届け出をして内容を確認させてくださいということは強くお願いしている

ところでございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  13番委員、よろしいですか。 

【13番委員】 これは今、事務局の説明で、勝手に置いちゃっても、そうすると、違反

じゃないということですか。面積が低ければいいということですか。その

辺のところを教えていただければなと。 

【主  査】  法令上は許可不要ということですので、極端に違反か、違反じゃない

かと申しますと、違反ではないということになります。無許可でやってし

まったとしても違反ではないということになっていまして、海老名市では

事前に届け出をしてくださいということはお願いしているんですけれど

も、その取り扱いにつきましても、市町村によって違いがございますの
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で、届け出を事前に出してくださいということをお願いしていない自治体

もあると聞いております。 

 以上でございます。 

【13番委員】  わかりました。 

【議  長】  19番委員、補足説明ですか。 

【19番委員】  個人的な意見ですけれども、この件は、最近いろいろ建築のほうの関

係の行政の扱いとしては難しいんですが、今回は農業用の倉庫ということ

で、農地法の絡みからいったら、届けは要らないんでしょうと思います。

ただ、同じコンテナとかそういうでき合いのものを置く場合に、建物とし

て使うような、例えば、ここでラーメン屋を始めたり、あるいは倉庫であ

っても、農業用じゃないトランクルームみたいなものを置いちゃったりす

ると、これはちょっと扱いが違ってくると思います。建築基準法の許可等

も必要になってくると思います。 

【７番委員】  私の説明不足もありましたけれども、地元の委員としまして、私もコ

ンテナの中は一応確認をさせていただきました。先ほど■■さんはいろい

ろと事情がありましたと私は説明をしましたけれども、事情がありまして

本家をちょっと手放すような形になりました。それでコンテナをすぐ置き

ました。本人が私のほうに来て、どうしたのと確認しましたら、家を手放

したんだということで、では、中をちょっと確認をさせてくださいという

ことで確認をしましたらば、農業用の、昔から農業をやっておりますの

で、そういう機械類等々が置いてありました。 

 以上です。 

【議  長】  ほかに質疑はございますか。ございませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、質疑はこの程度にさせていただきます。 

 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】  承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１７ページでございます。農地の一時使用についてを案件
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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  査】  県や市が実施する公共工事に伴う資材置き場や工事ヤード等のための

農地の一時使用につきましては、所有者、使用者、事業者の３者から連名

で申請をしてもらうことにより、農地転用許可不要案件として処理をして

おります。農業委員会では、農地を使用することは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が、今回の審議では、以前から使用してい

るものの継続の申請がありましたので、報告をさせていただきます。 

 受付番号２、申請地は、上郷字■■■■■■■、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。所有者は、上郷■

■■■■■■■、■■■■、ほか５名、議案書のとおりです。使用者は、

横浜市西区平沼■■■■■■■■■、■■■■■■■■■■■■、執行役

員支店長、■■■、事業主は、勝瀬１７５番地の１、海老名市長、内野

優、工事名は平成３０年度（仮称）上郷河原口線道路新設工事、目的は工

事に伴う仮設ヤードとしてです。使用期間は平成３０年４月１日から平成

３１年３月３１日までです。本件は、当初平成２８年１月から２８年３月

末までということで申請があり、その後、年度ごとに使用期間を延長し

て、平成３０年３月末まで使用しておりましたが、さらに１年間延長する

というものです。地権者との契約が年度ごとになることから、このような

形での申請となっているそうです。この農地の一時使用について問題ない

ものと判断し、専決処分で受理したということを報告させていただきま

す。 

 資料は、資料６－１に案内図と現地の写真、資料６－２に土地利用計画

の平面図、資料６－３に断面図をお配りしております。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局からの説明が終わりました。 

 地区委員の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  この農地の一時使用については、ＪＲ線の下越しのトンネル工事の工
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事用地として、１年契約ですが、今後まだ四、五年今の状況が続くと思い

ます。年度ごとにこういう申請が出てくると思います。 

 ただし、写真で見るとおり、写真①、②について、田んぼにシートをか

ぶせて草が出ないようにやっているんですが、それの重石として土のう袋

が点々に置いてあるんですが、そこからまた草が出ているということで、

これは道路整備課のほうに言って、この草の処理をお願いしている次第で

す。あとそれ以外は特に問題ありません。 

 以上です。 

【議  長】  説明が終わりました。 

 質疑のある方。質疑は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、議案書１８ページから２１ページまでの（４）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７の１件と農地法第５条の受付番号１３から２

３までの１１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３０年３月１日から３月３１

日までの間に届出がされたものです。受付番号７の１件で、畑、２８６平

米です。 

 続きまして、議案書の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す。届出期間につきましては、
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同じく平成３０年３月１日から３１日までの間に届出がされたものです。

受付番号１３から２３までの１１件で、田3,340平米、畑5,990平米、合計

9,330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】  事務局からの説明が終わりました。 

 質疑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。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  では、受付番号７の１件と農地法第５条の受付番号１３から２３まで

の１１件について、一括して了承を求めたいと思いますが、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。 

 続きまして、議案書２２、２３ページの農地法第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４、５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  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２２ページ、２３ページをご覧ください。受付番号４、５ともに

中新田の■■■■■さんの死亡による相続です。 

 受付番号４、権利を取得した者は、中新田■■■■■■■■、■■■、

権利を取得した日は平成２９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、中新田字■■■■■■■、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。 

 続きまして、受付番号５、権利を取得した者は、中新田■■■■■■■
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■、■■■■、権利を取得した日は平成２９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、中新田字■■■■■■

■、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】  事務局から説明が終わりました。 

 受付番号４、５について、一括で質疑を受けたいと思いますが、質疑の

ある方、いらっしゃいませんか。 

         （「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、受付番号４、５につい

て、一括して了承を求めたいと思いますが、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、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、傍聴者の方はご退出をお

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、委員の皆様から何かございますか。ござい

ませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  事務局から何かありますか。 

【主  査】  配付させていただいております農地パトロールのことにつきまして、

ご説明したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 改めまして、農地の利用状況調査についてご説明をさせていただきま

す。 

 机の上に配付をさせていただきましたＡ３のカラーで印刷されている資

料、こちらです。その後ろにＡ４で表のようになっているこちらの表、こ

ちらと地図がそれぞれセットになって置かれていたかと思いますが、こち

らの資料をご用意ください。 

 農地法第３０条では、農業委員会は毎年１回、その区域内にある農地の

利用状況について調査を行わなければならないと定められております。こ
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の利用状況調査は海老名市農業委員会も毎年行っており、今年も実施いた

しますので、仕組みにつきまして改めてご説明をさせていただきたいと思

います。 

 初めに、Ａ３のカラーで印刷されている平成３０年度農地パトロール

（利用状況調査、荒廃農地の発生・解消状況に関する調査の実施につい

て）と書かれている資料の左上、目的、根拠というところをご覧くださ

い。 

 農業委員会では、遊休農地、荒廃農地の有無やその状況を把握して、農

地の所有者や権利者に対し、農地を適正に管理するように指導をしており

ます。この手段として、農業委員会が行うとされている調査が２種類ござ

います。１つが利用状況調査で、農業委員会が毎年１回、管内の農地の利

用状況を調査するというものです。根拠は農地法第３０条に規定がござい

ます。もう１つが荒廃農地の発生・解消状況に関する調査というもので、

市町村と農業委員会が協力して、市町村内の現況が荒廃農地となっている

農地を対象に、その状況等を把握するという調査です。調査名は２つに分

かれておりますが、海老名市ではこれらを一体で行っております。調査名

に特に区別はなく、農地パトロールですとか遊休農地調査、また耕作放棄

地調査など、さまざまな呼び方がされておりますが、これらは全て実質的

には同じものとお考えください。 

 次に、調査全体の流れをご説明いたします。資料左下のスケジュール、

こちらの部分をご覧ください。 

 国の取り決めによりこのようなスケジュールとなっております。まず、

委員の皆様には５月と６月に担当地区の全ての農地を回って調査をしてい

ただきます。６月の定例総会の日、６月２５日までにその結果を事務局に

お知らせいただきまして、事務局はその後、すぐに結果を取りまとめま

す。７月の定例総会の際に、班分け及び８月に現地調査を皆さんで行う際

の日程決めを行いまして、８月の中旬には、７月にまとめた調査結果をも

とに、委員の皆様と事務局の職員とで４班に分かれて現地調査を行いま

す。その調査結果をもとに、地権者へ適正な管理を依頼する文書を発送い

たします。その後、１０月末までに解消が見られなかったところが平成３
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０年度の調査結果となります。 

 次に、具体的には何をするのかという部分をご説明いたします。 

 本日お願いをさせていただく具体的な内容としましては、今確認したス

ケジュールで言いますと、５月、６月と書かれている一番左下のところで

ございます。詳しくは資料の右下のお願いというところをご覧ください。

調査の対象は市内全ての農地となっております。 

 各地区の地区担当委員の方には、地区全ての農地の利用状況の調査を行

っていただきます。各地区の調査に使っていただく地図を本日お配りして

おりますので、そちらをご利用いただければと思います。また、地区担当

にはなっていらっしゃらない１番委員、３番委員、14番委員につきまして

も、お住まいの地域の地図をお配りしておりますので、ぜひ利用状況調査

を行っていただければと思います。地図には各担当地区のおおよその範囲

が入っております。大まかな大字の境を緑色の線で示しておりまして、実

際のところは、もしかしたら異なってしまうところがあるかもしれません

が、ほかの区域のところに入ってしまっているような農地であっても、目

についたところですとか荒れているところがございましたら、そちらもご

報告をいただけると大変助かります。 

 また、お配りしている緑色の帽子や腕章も、ぜひご活用くださいますよ

うにお願いいたします。 

 調査の対象は全ての農地ということになっておりますが、その中でも、

特に生産緑地と相続税の納税猶予の特例対象農地、また平成２９年、昨年

に、農地法第３条の許可を受けて、農地として耕作をするという目的で所

有権移転が行われた農地ですとか、昨年度、遊休農地として農業委員会で

把握した農地は、特に重点的にご確認していただきたいと考えておりまし

て、そういったところにつきましては地図に色をつけております。凡例も

入っておりますので、ご確認をしていただければと思います。 

 なお、生産緑地として着色した筆について、所管でのデータ更新のタイ

ミングにより表示が誤っている可能性がございます。ご迷惑をおかけして

しまいますが、ご承知の上、ご利用いただければと思います。 

 続きまして、資料２枚目、こちらの白黒の表の資料をご覧ください。平
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成３０年度農地パトロール荒廃農地の報告という資料でございます。 

 こちらの紙が調査用紙となります。５月、６月の間に委員の皆様に現地

を調査していただいた際に、遊休農地ですとか荒廃農地だと思われるよう

な土地がありましたら、こちらに記録をしていただければと思います。も

し怪しいと思うようなところがございましたら、特に定義ですとか、そう

いったところにはこだわらずに報告に入れていただきますと、事務局で確

認をいたしますので、また、８月に委員の皆様と事務局とで現地調査を行

う際に、遊休農地とするかどうかという検討を複数人で行うことができま

すので、ぜひ入れていただければと思います。 

 次に、遊休農地、荒廃農地の定義についてですが、５月、６月に調査を

していただくときには、こういった定義は余り気になさらず、怪しいと思

ったところは報告に入れていただければと思います。また、地番などがわ

からない場合には、お配りした地図に印につけていただくなどして、それ

を事務局にお知らせいただければ、そこから私たちで具体的な場所につい

てはお調べいたします。 

 それでは、遊休農地、荒廃農地の定義をご説明いたします。こちらのＡ

３カラーの資料の右上の部分をご覧ください。 

 利用状況調査では、農地法第３２条第１項第１号農地と同第２号農地を

把握することとされております。第１号農地は、現に耕作の目的に供され

ておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地です。

第２号農地とは、農業上の利用の程度は、その周辺の地域における農地の

利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地です。これらの有無

を調査することになっております。 

 また、荒廃農地調査では、Ａ分類、Ｂ分類という分類分けによって把握

することとなっております。Ａ分類とは、荒廃農地のうち、伐根、整地、

区画整理、客土等により再生することによって、通常の農作業による耕作

が可能と見込まれるもの、Ｂ分類とは、森林の様相を呈しているなど、農

地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なものです。これらの

有無を調査いたします。 

 調査が違うので表現は異なっておりますが、利用状況調査のほうで言う
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第１号農地と呼ばれるところと、荒廃農地調査で言うＡ分類と呼ばれるも

のについては同じであるということになっております。 

 また、農業委員会が農地パトロールをすることにつきましては、幾つか

の方法で周知をさせていただきます。先日お配りさせていただきました農

業委員会の広報紙ですとか、これから配布される広報えびな５月１日号、

また、５月の頭には市のホームページ上にもそちらの周知の記事を載せる

予定でございます。 

 以上が今回お願いする調査の説明でございます。６月定例総会の日、６

月２５日が調査結果の報告の締め切りとなりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。皆様、大変お忙しい時期で恐縮ではございますが、担当

地区の調査につきましてぜひよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

【議  長】  何か質疑はありますか。ご質問はございませんか。ないですか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  では、説明はこの程度でよろしいですか。ほかにございませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  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、案件も少なく、スムーズな進行ができました。これにて総会

を終わります。どうもありがとうございました。 

（終了 午後２時４０分） 


