
平成３０年第５回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成３０年５月２２日

                           １３時３０分～１４時１０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５回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成３０年５月２２日「平成３０年第５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         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、 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22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23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24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４ 議案第25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  農業用施設用地に係る転用届出について 

⑵  農地転用届出による専決処分について 
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会長欠席につき、海老名市農業委員会会議規則第１６条に基づき会長職務代理が議長とな

り、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、また、農地利用最適化推進委員の６名

も全員出席しております。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、８番委員、９番委員を指名いたしま

す。 

 それでは、４．報告事項の３ページから５ページの（１）活動状況、

（２）農地の異動状況、（３）県許可の状況について、事務局より説明を

お願いいたします。 

【事務局長】  （先月の活動状況・農地の異動状況・県許可の状況を報告した。） 

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

質問等がありましたらお願いいたします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質問はないようですので、この程度にいたしたいと思います。 

 それでは、会議を進めたいと思います。 

 これより５の付議事項に入ります。 

 議案書６ページ、日程第１、議案第２２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９、１０については、関連がありますので、一括でお願いいた

します。 

 事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  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
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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９、申請地は、中河内字■■■■■■■、台帳地目、畑、現況

地目、田、■■■平米です。譲受人は、本郷■■■■■■、■■■■、譲

渡人は、中河内■■■■■■、■■■■、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１にございま

す。 

 続きまして、受付番号１０、申請地は、中河内字■■■■■■■、台帳

地目、畑、現況地目、田、■■■平米です。譲受人は、同じく本郷■■■

■■■、■■■■、譲渡人も、同じく中河内■■■■■■、■■■■、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１にございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  次に、地区委員の意見をお願いいたします。12番委員、お願いいたし

ます。 

【12番委員】  ■■さんは農業をちゃんとやっていますので、特に問題ないと思いま

す。 

 以上です。 

【議  長】  次に、事務局から補足説明をよろしくお願いします。 

【主  査】  この案件は、高座清掃施設組合の公園事業の事業用地として、■■さ

んの土地を買収することから、その代替地として取得をするものですが、

同じ譲渡人、譲受人で、申請が２件に分かれております。１件は、農地の

代替地として取得するもので、もう１件は、今回、買収に伴って物件補償

費が発生しており、その物件補償費を購入費用に充てて農地を取得するも

のとなります。農地を取得する費用の根拠に違いがあるため、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、子の■■さん、父の■さん、母の■■■さんの５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、■
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■さんの農業経験年数は３６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３０年、農業従事日数は、年間２６０

日、子の■■さんの農業経験年数は２年、農業従事日数は、年間２６０

日、父の■さんの農業経験年数は６０年、農業従事日数は、年間１００

日、母の■■■さんの農業経験年数は５０年、農業従事日数は、年間２０

０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３台、耕運機２台、田植機１台、コンバイン１台、防除機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】  次に、現地調査班長の意見をお願いいたします。20番委員、お願いい

たします。 

【20番委員】  受付番号９、１０の申請地の状態は、昨日の現地確認を行ったとこ

ろ、田んぼとしてよく管理されていました。特に問題ないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  それでは、質疑のある方。受付番号９、１０については、一括でお願

いいたします。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方はいらっしゃいますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようですので、採決をさせていただきます。 

 採決につきましては、別々にお願いいたします。 

 それでは、受付番号９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。 
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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９については、承認とさせ

ていただきます。 

【議  長】  続いて、受付番号１０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、受付番号１０については、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２３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１０について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  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。 

 議案書をご覧ください。受付番号１０、被相続人は、河原口■■■■

■、■■■■、相続人は、河原口■■■■■■■■、■■■■、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５月２２

日までです。特例農地等の明細ですが、河原口字■■■■■■■、現況地

目、田、台帳地目、田、市街化区域外、■■■平米、ほか４筆、議案書の

とおりです。３筆が農業振興地域内の田、２筆が生産緑地の畑で、田、■

■■■■平米、畑、■■■■■平米、合計、■■■■■平米です。事務局

で５月１１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】  それでは、質疑のある方、いらっしゃいますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方、いらっしゃいますか。 

        （「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
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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１０については、承認とさ

せていただきます。 

 次に、議案書８ページ、日程第３、議案第２４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８について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【事務局次長】  それでは、議案書８ページをご覧ください。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ございます。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１

４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２

０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、２

０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８、相続人は、高座郡寒川町倉見■■■■■■■■、■■■、

相続開始年月日は、平成１０年４月１５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、■■■■■平米で

す。市街化調整区域内の田です。事務局で５月１１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】  それでは、質疑のある方、いらっしゃいますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方、いらっしゃいますか。 

        （「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８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、受付番号８について、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２５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１６について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【事務局次長】  農用地利用集積計画（案）について説明いたします。 

 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）を上程いたしま

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

めるよう要請いたします。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９ページをご覧ください。受付番号１６、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２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６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、３月定例総会でもご審議いただきました新規就農者と

してさらに計画をしているところでございます。５月１１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】  それでは、質疑のある方、いらっしゃいますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方、いらっしゃいますか。 
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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。 

 それでは、受付番号１６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、受付番号１６につきましては、承認

とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号１７について、事務局から提案説明をお願いしま

す。 

【事務局次長】  受付番号１７、借り手は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、貸し

手は、望地■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地の明細ですが、

望地■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、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６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ございます。５月１１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。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方、いらっしゃいますか。 

        （「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、受付番号１７につきまして、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、受付番号１７につきましては、承認

とさせていただきます。 

 次に、議案書１０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。 

 （１）農業用施設用地に係る転用届出についてを案件とします。 

 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  事】  農地を転用する場合には、原則として県知事の許可を受けなければな

らないとされていますが、例外として、農地法施行規則第２９条第１号に

おいて、耕作の事業を行う者が２アール未満の農地をその者の農作物の育

成のための農業用施設に供する場合は許可不要と規定されています。この

例外に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３、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、座間市入谷■■■■■■

■■■■■、■■■、転用の目的は、進入路、施設の規模は、55.5平米で

す。資料は、資料２－１に申請地の案内図及び写真、資料２－２に土地利

用計画の平面図、資料２－３に当該土地に設置する単管柵の写真をお配り

しております。 

 続けて補足説明をいたします。転用の目的は、進入路となっております

が、資料２－１の地図をご覧いただくと、この土地に入っていくための道

がないことがご確認できるのではないかと思います。ただ、この土地の西

側、図面で言うと左側、こちらのほうが駐車場と書いてございまして、駐

車場と書いてある土地の地権者さんが同じ方、■■さんでして、こちらは

法人に駐車場として貸している土地でございます。貸してはおりますが、

■■さんご自身の土地ですので、この駐車場から軽トラックを入れて畑に

入り、耕作されていたのですが、畑側に進入路及び軽トラックをとめるた

めのスペースが確保されていなかったため、今回整備したものでございま

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。７番委員、お願いいたします。 
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【７番委員】  今の内容につきまして、事務局のほうから説明があったとおりでござ

います。本人も進入路として活用したいということですので、よろしくお

願いいたします。 

 以上です。 

【議  長】  次に、現地調査班長の意見をお願いいたします。20番委員、お願いい

たします。 

【20番委員】  受付番号３の申請地の状態は、昨日、現地確認を行ったところ、砂利

舗装や単管フェンスが実施されていて、計画どおりに使われていました。

周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがないかということですが、

申請地は、東側に畑があり、畑との境はコンクリートブロックで土どめを

行っていました。特に問題ないと思います。 

 以上です。 

【議  長】  この件につきまして、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、質疑もないようでございますが、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、異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、受付番号３について、了承と

させていただきます。 

 次に、議案書１１ページ、１２ページの（２）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８、９の２件と、農地法第５条、受付番号２４

から２７までの４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。 

 事務局から提案説明をお願いします。 

【主  事】  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。 
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 議案書１１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４月１日から４月３

０日までの間に届出がされたものです。受付番号８及び９の２件で、畑、

合計、808.70平米です。 

 続きまして、議案書１２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

４月１日から４月３０日までの間に届出がされたものです。受付番号２４

から２７までの４件で、田、93.82平米、畑、1,708平米、合計、1,801.82

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】  この件につきまして、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、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８番、９番の２件と、農地法第５条、受付番号２４から２７までの４件

につきまして、了承とさせていただきたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、農地法第４条の受付番号８

番、９番の２件と、農地法第５条、受付番号２４から２７までの４件につ

いて、了承とさせていただきます。 

 次に、７．その他について、委員の皆様から何かご意見はございます

か。 

 事務局のほうから何かありますか。 

【主  査】  事務局からお知らせが１つございます。本日、机の上に配付させてい

ただきましたＡ４の地図とＡ３の図面がホチキスどめになっている資料、

これをご覧いただければと思います。こちらの場所は、市役所から南伸道

路で南に向かった■■■■■■さんでございます。このお近くを通られて

お気づきの委員さんもいらっしゃるかとは思いますが、今月の中ごろか

ら、■■■■■■の既存のハウスの北側で、新たなハウスの建築のため、
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柱の基礎工事が始まっております。こちらの土地については、南伸道路か

らの進入路に当たる部分を、■■■■■■の■■■氏が、農地法第３条の

許可を受けて平成２８年に農地として取得しておりましたが、その後、砂

利で舗装され、昨年の農地パトロールで指導通知を送付しております。■

■氏に砂利敷きとなった経緯を聞いたところ、３条で取得した農地の奥に

ハウスを建築する計画があり、進入路として使用するため、ハウスの建築

前ではあるが、砂利舗装をしてしまったということでございました。■■

氏からは、砂利はすぐ撤去するというお話があり、昨年９月には砂利が撤

去されたことを確認しております。こうした経緯があったため、ハウス建

築の際は、事前に事務局へ相談するよう指導しており、今回、図面が提出

されたものです。 

 ■■氏によりますと、今月中にハウスの柱の基礎工事、６月にハウスの

建築、７月ごろからハウスの内装工事を行うため、夏ごろまでは業者が出

入りするとのことです。また、ハウスはガラスではなく、ビニールハウス

でございまして、内部はコンクリート敷き等にはせず、土のままにするこ

と、ハウス建築後には南伸道路からの進入路部分は砂利舗装する予定であ

るということでございました。この計画につきまして、農地法上の手続が

必要かということでございますが、ハウスの内部は土のままで、農地に形

質の変更を加えるものではないため、ハウス建築後もこの土地は農地法上

の農地として取り扱えるものとなり、特に手続はございません。また、南

伸道路からの進入路部分を砂利敷きにすることについては、その農地にお

ける農作業上必要な舗装された通路及び進入路については、農地法上の農

地として取り扱えることとなっており、こちらについても特に手続はござ

いません。 

 なお、今申し上げました農地法上の農地として取り扱えるかどうかとい

う基準につきましては、平成14年に国から通知が出ており、それに基づき

まして、全国農業会議所からパンフレットが出ております。これらに則っ

てご確認をしたところでございます。パンフレットにつきましては、部数

に余裕がないため、本日お配りすることはできないのですけれども、後

日、カラーコピーしたものを皆様には配付させていただこうと思っており
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ます。恐らく次回の定例総会時になってしまうかと思うのですが、よろし

くお願いいたします。 

 以上申し上げましたように、今回のハウス建築につきましては、特に許

可申請等の手続が必要なものではございませんが、昨年、農地パトロール

の指導通知を送付していること及び南伸道路沿いで目立つ立地であること

から、委員の皆様に周知させていただきました。事務局からは、計画どお

りに土地を使用し、進入路を駐車場として利用することなどがないよう、

改めて■■氏にお伝えする予定でございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  今の事務局からの報告事項で、先ほどパンフレットを私は見たのです

が、これから施設園芸関係で温室内のコンクリ敷きとか、いろいろ条件

等、法令に基づいた詳細がわかりやすく書いてありますので、この次の総

会には皆さんのお手元に届くようにしたいと思います。 

 特に何か意見はございますか。 

【４番委員】  平成２８年に、南伸道路から畑への出入りのために進入路にしたいと

いう申請が上がっていましたね。そのままの状態で、今まで放置したまま

になっていましたけど。去年、南伸道路側のフェンスを撤去して、やり始

めたなとは思っていたのですけれども、２８年当時の計画では、砂利敷き

の範囲はここまでではなかったのではないかと思うんです。そこで、今回

の申請は、当時の計画からの変更に当たるんですかね。砂利舗装をすると

いうことにして、お客様の駐車場には絶対にしないという約束で許可が出

ていたと思うんですが。話がちょっと違っちゃっていますけど。 

【事務局長】  今回、砂利舗装するというのは、図面をご覧いただくと、薄く矢印が

２本ある部分で、既存のハウスと、今度新しく建てるハウスの間のところ

に運搬用の進入路、ここの部分だけは砂利舗装するという計画です。 

【４番委員】  前に出ていましたよね。平成２８年。それから放置したままになって

いたので、私もそこが気になっていたので。というのは、この既存のハウ

ス自体がちょっと問題があるように見受けられますので。 

【事務局長】  今建っている。 

【４番委員】  高さについての問題がひとつ、それに加えて、お客さんの駐車場と思
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わせるような看板があって、入り口側、ちょうど信号側のほう、そういう

ふうに使用されているので。ここは農振農用地区域なので、色々制限がか

かるはずなのですが、そのようなことをやってしまっている方だと、この

先また色々と問題が起きないか心配があるのですけれども。 

【事務局長】  そこは先ほど申し上げましたとおり、この場でのご意見や、土地利用

の方法については適正に使ってもらうように、また再度、事務局から連絡

はさせていただく予定でおります。 

【４番委員】  駐車場として使われているというよりも、それを表示するのはどうか

と。 

【事務局長】  承知いたしました。すぐにご連絡するようにいたします。 

【議  長】  ほかにご意見はございますか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  では、ほかにないようですので、これにて閉会といたします。 

 本日は、急遽、私が議長を仰せつかるということで、円滑な進行、なか

なか難しかったのですが、ありがとうございました。 

 これにて閉会といたします。どうもありがとうございました。 

（終了 午後２時１０分） 


