
平成３０年第６回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    平成３０年６月２５日

                           １３時３０分～１４時００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６回海老名市農業委員会定例総会議事録

 平成３０年６月２５日「平成３０年第６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、 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26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27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28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  農地の使用貸借権の解約について 

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、10番委員と11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、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

問等がありましたらお願いいたします。ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでしたら、報告でございますので、この程度にさせていただき

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２６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１１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

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。 

 議案書５ページをご覧ください。受付番号１１、申請地は、大谷字■

■■■■■、台帳地目、田、現況地目、田、■■■平米、ほか２筆、議

案書のとおりで、合計、■■■■■平米です。譲受人は、杉久保北■■
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■■■■■、■■■■■■■■■■■■、代表取締役、■■■■、譲渡

人は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、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－

１、１－２にございます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局の説明が終わりました。地区委員の意見をお伺いいたします。11

番委員。 

【11番委員】  ■■■■■■■■■■■■、代表取締役の■■■■は、園芸協会のキャ

ベツ部会、レタス部会、トウモロコシ部会に所属しており、今、レタス

部会の部会長をしております。農業者として認められますので、問題あ

りません。 

 以上です。 

【議  長】  ありがとうございます。 

 では、事務局、補足説明をお願いします。 

【主  事】  本案件の譲受人についてですが、個人ではなく、法人でございます。法

人が申請者となる場合には、通常の許可要件のほかに、農地所有適格法

人要件というものがございまして、申請人が、農地法第２条第３項各号

に規定されている要件を全て満たしているかということも審査をする項

目になりますので、そこも踏まえまして補足説明させていただきたいと

思います。 

 ■■■■■■■■■■■■の農業経営の状況ですが、法人の構成員と

しましては、代表取締役の■■■■さんと、その母で取締役の■■さ

ん、祖母で同じく取締役の■■さんの３人のほか、家族としてその法人

の農業経営に従事しているというのが、妻の■■さん、父の■■さんの

２人で、合計、５人が農業従事者だそうです。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２０年、農業従事日数は、年間３

４０日、■■さんの母の■■さんの農業経験年数は４９年、農業従事日

数は、年間３４０日、■■さんの祖母の■■さんの農業経験年数は７４

年、農業従事日数は、年間１５０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３００日、■■さんの父の■■
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さんの農業従事日数は、年間３００日、農業経験年数は２０年だそうで

す。そのほか、従業員として３人雇い入れをしております。■■■■■

■■■■■■■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６台、耕運

機４台、田植機１台、コンバイン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。 

 続きまして、農地所有適格法人要件ですが、■■■■■■■■■■■

■の主たる事業は、農業でございます。また、議決権の１００％を■■

■■■■■■■■■■の農業に常時従事する者が保有しており、その全

員が取締役等の役員となっております。また、役員のうち３人全員が、

年間６０日以上農作業に従事しているということも確認できております

ので、この農地所有適格法人要件も満たしているということが確認でき

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】  それでは、現地調査班長の意見をお伺いいたします。副班長の15番委

員、お願いいたします。 

【15番委員】  まず、資料１－１、写真①でございます。見ていただくとわかるよう

に、田植えも終わっております。整地されていますので、特に問題ない

と思います。続いて、写真②でございます。これを見ていただくと、水

は入っていませんでしたが、先週金曜日に確認したところ、もう水が入

って、代掻きをやればいつでも植える状態になっております。これも特

に問題ないと思います。 

 それから、資料１－２でございます。これは畑で、ちょっと変則にな

っておりますが、見ていただくと、出入口がどこかということですけれ
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ども、写真③の奥に建物がございます。これは譲渡人の■■さんのお宅

でございます。この庭を通って畑に出入りすると■■さんも了解されて

いるようなので、ここも整地されていますので、特に問題ないと思いま

す。 

 以上です。 

【議  長】  ありがとうございました。それでは、説明が終わりました。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、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。 

 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、受付番号１１について、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２７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１１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。 

 議案書６ページをご覧ください。受付番号１１、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６月２６日から平成３０年６

月２５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、市街化区域外、■■■平米、ほか７

筆、議案書のとおりです。１筆が農業振興地域内の田、７筆が同じく農

業振興地域内の畑で、田が■■■平米、畑が■■■■■平米、合計で■



 6

■■■■平米です。事務局で６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】  事務局の説明が終わりました。それでは、受付番号１１について、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。 

        （「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、議案書７ページ、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。 

【主  事】  受付番号１２、被相続人は、中河内■■■■■■、■■■■、相続人

は、中河内■■■■■■、■■■■、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６月２５日までです。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、市街化区域外、■■■平米、ほか１５筆、議案書のとおりで

す。１２筆が農振農用地区域内の田、４筆が農振農用地区域内の畑で、

田、■■■■■平米、畑、■■■■■平米、合計、■■■■■平米で

す。事務局で６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】  事務局の説明が終わりました。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。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。 
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 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。 

 続きまして、議案書８ページ、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】  受付番号１３、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６月２６日から平成３０年６月２５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、市街化区域外、■■■平米、ほか７筆、議案書のとおりです。

２筆が農業振興地域内の田、１筆が生産緑地の田、５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６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】  事務局の説明が終わりました。受付番号１３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９ページ、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、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６月２６日から平成３０年６月２５日までです。特例農

地等の明細ですが、大谷北■■■■■■■■■、現況地目、畑、台帳地

目、畑、市街化区域内、■■■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりで
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す。２筆とも生産緑地の畑で、合計、■■■■■平米です。事務局で６

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】  事務局からの提案説明がございました。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。 

 続きまして、議案書１０ページ、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、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７

月３０日から平成３０年６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、畑、台帳地目、畑、市街化区

域内、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりです。２筆とも生産緑地

の畑で、合計、■■■■■平米です。事務局で６月１２日に現地調査を

したところ、農地として適正に管理されていました。特に問題はないと

思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  受付番号１５について、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  意見のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、採決をさせていただきます。 

 受付番号１５について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 



 9

【議  長】  挙手全員でございます。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１１ページ、日程第３、議案第２８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１８について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

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

申し出がありましたので、農用地利用集積計画（案）を上程します。こ

の審議を経て、海老名市に対し計画案を送付し、農用地利用集積計画を

定めるよう要請いたします。海老名市は、それに基づき、農用地利用集

積計画を作成し、その公告があったときに権利の設定の効果が生じま

す。 

 議案書をご覧ください。受付番号１８、借り手は、門沢橋■■■■■

■■■、■■■■、貸し手は、門沢橋■■■■■■■■、■■■■、持

分２分の１、■■■■、持分２分の１、貸し借りする農地は１筆で、今

里字■■■■■■、現況地目、田、■■■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３

０年７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、市内の農業者です。 

 補足説明を続けて行います。６月１２日に事務局で現地確認をしたと

ころ、現地は農地として管理されていました。農用地利用集積計画の法

定要件が定められている農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要

件を満たしており、特に問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局から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１８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。 
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 続きまして、受付番号１９について、事務局から提案説明をお願いい

たします。 

【主  査】  受付番号１９、借り手は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、貸し手

は、大和市上草柳■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は２筆

で、中新田字■■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、ほか１筆、

議案書のとおりです。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７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、市内の認定農業者でございます。 

 補足説明を続けて行います。６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】  事務局から提案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１９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いたします。 

 （１）農地の使用貸借権の解約についてを案件とします。 

 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  事】  農地の使用貸借の期間途中の解約のときには、農業委員会に届け出をし

ていただいています。今回、農業委員会で決定した農用地利用集積計画

に基づく農地の使用貸借について、解約したことの届けを受け付けまし

たので、報告いたします。 
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 受付番号１、届出地は、本郷字■■■■■■■、現況地目、畑、台帳

地目、田、■■■平米、ほか３筆、議案書のとおりです。貸人は、社家

■■■■■■■■、■■■■、借人は、国分南■■■■■■■■、■■

■■、農用地利用集積計画作成により行われていた畑の使用貸借の解約

です。合意による解約を平成３０年５月２８日に行い、農地の引渡しも

平成３０年５月２８日に行ったという届出内容です。現在は、貸してい

た方に農地が返っております。なお、事務局で６月１２日に現地調査を

行い、農地として適正に管理されていることを確認しました。 

 以上でございます。 

【議  長】  事務局からの提案説明がございました。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、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、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１３ページから１５ページまでの（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１０、１１の２件と、農地法第５条の受付番

号２８から３４までの７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１３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５月１日から５

月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号１０、１１の２

件、全て畑で、合計、1,490平米です。 
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 続きまして、議案書１４ページ、１５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５月１日から５月３１日までの間に届出がされたもの

です。受付番号２８から３４までの７件、全て畑で、合計、1,318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。質疑のある方、一括でお願いしたい

と思いますが、質疑ございませんか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑もないようでございますので、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】  異議なしということですので、一括して全て承認をさせていただきま

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。 

 事務局からも委員の皆さんからも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、スムーズにできました。特にお話はありませんの

で、これで終わります。どうもありがとうございました。 

（終了 午後２時００分） 


