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午後２時14分開会 

○議長（原田勝幸君） それでは、ただいまより令和２年第13回茅ヶ崎市農業委員会総会

を開催いたします。 

 当総会は、14名の全委員が出席されておりますので、農業委員会等に関する法律第27条

第３項の規定により成立していることをご報告申し上げます。 

 最初に、議事録署名人をご指名申し上げます。10番野﨑雅博委員、11番阿部富美委員、

以上のご両名によろしくお願い申し上げます。 

 それでは、議事日程に従い順次審議をお願いいたします。 

○議長（原田勝幸君） 日程第１議案第75号農地法第３条の規定による許可申請について

を上程いたします。 

 ９番三橋委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○９番（三橋清高君） 議案第75号農地法第３条の規定による許可申請についてご報告い

たします。 

 ～案件のついて内容を説明～ 

権利の種類は所有権移転でございます。申請理由としましては、譲受人は営農を拡大す

るため、譲渡人は労働力不足のためでございます。今後につきましては、カブ、大根など

を作付する予定とのことでございます。譲受人の現在の耕作面積は取得分を含めて101アー

ルで、中島地区の下限面積は30アールでございます。世帯人数は２人、労働力につきまし

ては、本人（54歳）従事日数300日、専業、母（81歳）従事日数280日、専業でございます。

農機具の保有状況につきましては、トラック、ハーベスター、管理作業機、その他一式で

ございます。 

 農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たすと考えます。 

 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（原田勝幸君） ありがとうございました。 

 次に、事務局より補足説明がございますか。 

○局長補佐（高橋郷司君） 特にございません。 

○議長（原田勝幸君） では、これより質疑に入ります。ご意見、ご質問ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） なしと認め、採決をいたします。議案第75号農地法第３条の規定

による許可申請について報告のとおり決定するにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

○議長（原田勝幸君） 日程第２議案第76号農地法第５条の規定による許可申請について

のうち、１番案件を上程いたします。 

 12番齋藤委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○12番（齋藤和子君） 議案第76号農地法第５条の規定による許可申請についてのうち、

１番案件をご報告いたします。 

 ～案件のついて内容を説明～ 

申請目的は駐車場敷地、農地の区分は第２種農地、権利関係は所有権の移転でございま

す。申請理由といたしまして、譲受人は、不動産賃貸業を営んでおり、当該地に隣接する

貸家を取得するに当たり、現在の入居者から新たに駐車スペースを設けてほしいとの要望

があったこと、また、隣接するアパートの大家からも駐車場スペースを確保したいとの要

望があり、申請されたものでございます。施工につきましては、敷地全体を砕石敷とし、

雨水処理については自然浸透とします。 

 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（原田勝幸君） ありがとうございました。 

 次に、事務局より補足説明がございますか。 

○局長補佐（高橋郷司君） 事務局より補足をさせていただきます。 

 当該地につきましては、国の史跡指定範囲に入っており、掘削等ができない土地となっ

ています。他法令につきましては関係各課をご案内しております。以上でございます。 

○議長（原田勝幸君） では、これより質疑に入ります。ご意見、ご質問ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） なしと認め、採決をいたします。議案第76号農地法第５条の規定

による許可申請についてのうち、１番案件を報告のとおり許可相当として県知事に意見を

送付することを決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

 日程第２議案第76号農地法第５条の規定による許可申請についてのうち、２番案件を上

程いたします。 

 12番齋藤委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 
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○12番（齋藤和子君） 議案第76号農地法第５条の規定による許可申請についてのうち、

２番案件をご報告いたします。 

 ～案件のついて内容を説明～ 

申請目的は資材置場、農地の区分は第３種農地、権利関係は賃借権の設定でございます。

申請理由といたしまして、譲受人は、主に土木工事業を営んでおり、元受工事のオファー

が増えてきたため、それに対応するために湘南地区において80坪程度の用地を探していた

ところ、国道へのアクセスもよく、交通の利便性のある本申請地を選定したとのことでご

ざいます。施工につきましては、敷地全体を砕石敷とし、転圧します。雨水処理について

は自然浸透とします。 

 以上、よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（原田勝幸君） ありがとうございました。 

 次に、事務局より補足説明がございますか。 

○局長補佐（高橋郷司君） 特にございません。 

○議長（原田勝幸君） では、これより質疑に入ります。ご意見、ご質問ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） なしと認め、採決をいたします。議案第76号農地法第５条の規定

による許可申請についてのうち、２番案件を報告のとおり許可相当として県知事に意見を

送付することを決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

○議長（原田勝幸君） 日程第３議案第77号農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定

による利用権の設定等について、１番案件及び２番案件を一括して上程いたします。なお、

質疑は１番案件及び２番案件を報告後、一括して行います。 

 ９番三橋委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○９番（三橋清高君） 議案第77号農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定による利

用権の設定等について、１番案件及び２番案件をご報告いたします。 

 本案件は、農地の有効利用に努めるため農地法の手続によらないで所有権移転及び貸し

借りを行うもので、茅ヶ崎市が農業経営基盤強化促進法に基づき利用集積計画を作成し、

農業委員会が決定するものです。 

～案件のついて内容を説明～ 
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 １番案件の利用権を設定する農地の利用権の存続期間は令和３年１月１日から令和５年

12月31日までで、権利の種類は使用貸借権でございます。 

～案件のついて内容を説明～ 

 ２番案件の利用権を設定する農地の利用権の存続期間は令和３年１月１日から令和５年

12月31日までで、権利の種類は使用貸借権でございます。 

 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（原田勝幸君） ありがとうございました。 

 次に、事務局より補足説明がございますか。 

○局長補佐（高橋郷司君） 特にございません。 

○議長（原田勝幸君） では、これより質疑に入ります。ご意見、ご質問ございますか。 

○６番（遠藤信行君） ２番案件ですが、この方は「営農を拡大するため」という理由な

んですが、利用権等の存続期間が「更新」となっているんですが、更新だったら拡大にな

らないですよね。同じものを借りて、そのままを使うという形。 

○局長補佐（高橋郷司君） 事務局よりお答え申し上げます。 

 今回、こちらの２番案件については更新ということになります。ここの申請目的は通常、

当初の目的を記載させていただいておりまして、このような形となっております。以上で

ございます。 

○６番（遠藤信行君） これは拡大では、理由がやっぱりおかしくないですか。前と同じ

というのは。 

○議長（原田勝幸君） こういうものは更新とか何か言葉を入れたほうが……。 

○局長補佐（高橋郷司君） 事務局よりお答え申し上げます。 

 今までこういった形になっていたところではありますけれども、今、遠藤委員さんにご

指摘いただきましたので、記載の方法については今後検討させていただきたいと思います。

以上です。 

○６番（遠藤信行君） 了解です。 

○議長（原田勝幸君） ほかにご意見、ご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） なしと認め、採決をいたします。議案第77号農業経営基盤強化促

進法第18条第１項の規定による利用権の設定等についてを報告のとおり決定することにご

異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

○議長（原田勝幸君） 日程第４議案第78号相続税の納税猶予に関する適格者証明願につ

いてを上程いたします。 

 ９番三橋委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○９番（三橋清高君） 議案第78号相続税の納税猶予に関する適格者証明願についてをご

報告いたします。 

 本案は、令和２年12月14日、担当委員２名、事務局１名で現地調査をしてまいりました。

○○さんは、相続税の納税猶予を受けたいというものでございます。 

 ～耕作状況について説明～ 

農機具の保有状況につきましては、トラクター、耕運機、草刈機、その他一式でござい

ます。労働力につきましては、本人（57歳）従事日数100日、兼業、夫（62歳）従事日数200

日、兼業でございます。 

 以上、農業経営をされていると確認いたしました。よろしくご審議のほどお願いいたし

ます。 

○議長（原田勝幸君） ありがとうございました。 

 次に、事務局より補足説明がございますか。 

○局長補佐（高橋郷司君） 特にございません。 

○議長（原田勝幸君） では、これより質疑に入ります。ご意見、ご質問ございますか。 

○５番（鈴木邦夫君） 今言われた被相続人と相続人は、逆になっているんじゃないです

か。 

○局長補佐（高橋郷司君） 申し訳ございません。おっしゃるとおりで、議案書が逆にな

っておりますので、訂正をお願いしたいと思います。 

○議長（原田勝幸君） ほかにご意見、ご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） なしと認め、採決をいたします。議案第78号相続税の納税猶予に

関する適格者証明願については、報告のとおり証明することを決定するにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 
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○議長（原田勝幸君） 日程第５議案第79号引き続き農業経営を行っている旨の証明願に

ついて、１番案件から３番案件を一括して上程いたします。なお、質疑は１番案件から３

番案件を報告後、一括して行います。 

 ９番三橋委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○９番（三橋清高君） 議案第79号引き続き農業経営を行っている旨の証明願についての

うち、１番案件から３番案件を一括してご報告いたします。 

 本案は、相続税の納税猶予を受けている者が納税猶予を継続したい旨の届出を税務署に

提出する際、農業経営を行っていることの証明を添付することになっているため証明願が

提出されたものでございます。 

 １番案件については令和２年12月16日、担当委員２名、事務局１名で現地調査をいたし

ました。 

～案件のついて内容を説明～ 

農機具の保有状況は、管理機、その他一式でございます。労働力は、本人（86歳）従事

日数100日、専業、妻（78歳）従事日数50日、専業でございます。 

 ２番案件について令和２年12月16日、担当委員２名、事務局１名で現地を調査いたしま

した。 

～案件のついて内容を説明～ 

農機具の保有状況は、耕運機、トラクター、田植機、コンバインでございます。労働力

は、本人（56歳）従事日数360日、兼業でございます。 

 ３番案件について令和２年12月14日、担当委員２名、事務局１名で現地調査をいたしま

した。 

～案件のついて内容を説明～ 

農機具の保有状況は、耕運機、その他一式でございます。労働力は、本人（93歳）従事日

数150日、専業でございます。 

 以上、１番案件から３番案件について、農業経営がなされていることを確認いたしまし

た。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（原田勝幸君） ありがとうございました。 

 次に、事務局より補足説明がございますか。 

○局長補佐（高橋郷司君） 特にございません。 

○議長（原田勝幸君） では、これより質疑に入ります。ご意見、ご質問ございますか。 
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○５番（村越重芳君） 「引き続き農業経営を行っている期間」という中で、12月25日ま

でというのですけれども、これは、これを１枚出していただければ、この年数の中で、コ

ピーか何かで一緒に提出すればいいという意味ですか。 

○局長補佐（高橋郷司君） 事務局よりお答え申し上げます。 

 こちらにつきましては、税務署のほうから地権者に対して、およそ３年ごとにここが継

続して農業を行っているかという書類が送られています。その送られてくるとともに、地

権者さんからは、農業委員会に対して証明書を発行してくださいという申請がございます。

その中で、前回が上段に書いてある日付の前日まで証明しておりますので、そこから３年

なりというところで、今回総会の日までという位置づけになっております。 

○５番（村越重芳君） そうすると、毎年毎年その証明を出すわけではないけれども、何

かしら税務署のほうでそれは把握しているという意味でいいですね。 

○局長補佐（高橋郷司君） 委員おっしゃるとおりでございます。 

○５番（村越重芳君） １月１日現在で普通見ると思うんですけれども、25日までという、

これでも大丈夫なのでしょうか。 

○局長補佐（高橋郷司君） こちらの日付は今日の総会日までということになっておりま

す。 

○５番（村越重芳君） 今年の分はどうなるんですか。今年というか、今年の１月１日は

オーケーだったからいいと、そういうことですね。だけど、来年の１月１日はすぐ来ちゃ

う。そうすると、もう一回出すということですか。 

○局長補佐（高橋郷司君） おおよそ税務署から、先ほど申し上げました３年ごとに、地

権者に対しては書類を送っていると聞いておりますので、また３年後に同じような調査を

して、書面を出すという流れになっております。 

○５番（村越重芳君） そうすると、税務署は遅れてその証明をもらえばいいと、そうな

っているのでしょうか。 

○局長補佐（高橋郷司君） 現状、そのような形になっております。 

○５番（村越重芳君） 分かりました。 

○議長（原田勝幸君） 税務署は農業委員会に責任をお願いしているということで。 

○５番（村越重芳君） あまり関係ないんですね。 

○議長（原田勝幸君） ほかにご意見、ご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（原田勝幸君） なしと認め、採決をいたします。議案第79号引き続き農業経営を

行っている旨の証明願について、報告のとおり証明することを決定するにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

○議長（原田勝幸君） 日程第６議案第80号生産緑地に係る農業の主たる従事者について

の証明願についてを上程いたします。 

 ９番三橋委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○９番（三橋清高君） 議案第80号生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願

についてご報告いたします。 

 ～案件のついて内容を説明～ 

買取り申出地については令和２年12月11日、担当委員２名、事務局１名で現地調査をし

てまいりました。現地は準備中でした。○○さんは、死亡される以前は当該地を主たる従

事者として耕作されており、今後、耕作できないため買取りの申出をしたいというもので

ございます。 

 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（原田勝幸君） ありがとうございました。 

 次に、事務局より補足説明がございますか。 

○局長補佐（高橋郷司君） 特にございません。 

○議長（原田勝幸君） では、これより質疑に入ります。ご意見、ご質問ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） なしと認め、採決をいたします。議案第80号生産緑地に係る農業

の主たる従事者についての証明願については、報告のとおり証明することを決定するにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

○議長（原田勝幸君） 日程第７報告第32号農地法第５条の規定による許可申請の取下げ

届出の報告についてを上程いたします。 

 事務局より報告をお願いします。 

○局長補佐（高橋郷司君） 報告第32号農地法第５条の規定による許可申請の取下げ届出
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の報告についてをご説明いたします。 

 本件につきましては、令和２年第３回総会において承認をいただき、神奈川県知事に許

可相当として意見進達した案件でございます。 

 申請目的は資材置場及び車両置場でございました。2000平方メートル以上の土地の区域

で盛土等を行う計画のため、農地法の手続と同時に神奈川県土砂の適正処理に関する条例

に係る手続を進めていましたが、そちらの手続の遅延のため、令和２年12月１日に取下げ

届出が提出されたものでございます。 

 以上、ご報告申し上げます。 

○議長（原田勝幸君） 事務局の報告が終わりましたが、これに対するご質疑をお伺いい

たします。ご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご質問がないようですので、報告第32号農地法第５条の規定によ

る許可申請の取下げ届出の報告についてを終わります。 

○議長（原田勝幸君） 日程第８報告第33号農地法第４条第１項第８号の規定による農地

転用届出の専決処分の報告についてを上程いたします。 

 事務局より報告をお願いします。 

○局長補佐（高橋郷司君） 報告第33号農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用

届出の専決処分の報告についてをご説明申し上げます。 

 茅ヶ崎・松林・鶴嶺地区は８ページ１番案件から４番案件で、転用目的は駐車場敷地及

び住宅敷地でございます。これらの案件は、いずれも届出に必要な書類が完備されており

ましたので、茅ヶ崎市農業委員会規程第17条の規定により、事務局長において専決処分し

たものでございます。なお、受理通知書につきましては既に届出者に交付いたしておりま

す。 

 以上、ご報告申し上げます。 

○議長（原田勝幸君） 事務局の報告が終わりましたが、これに対するご質疑をお伺いい

たします。ご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご質問がないようですので、報告第33号農地法第４条第１項第８

号の規定による農地転用届出の専決処分の報告についてを終わります。 

○議長（原田勝幸君） 日程第９報告第34号農地法第５条第１項第７号の規定による農地
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転用届出の専決処分の報告についてを上程いたします。 

 事務局より報告をお願いします。 

○局長補佐（高橋郷司君） 報告第34号農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用

届出の専決処分の報告についてをご説明申し上げます。 

 茅ヶ崎・松林・鶴嶺地区は９ページ１番案件から10ページ９番案件で、転用目的は、住

宅敷地、道路敷地、駐車場敷地及び有料老人ホーム敷地でございます。権利関係は所有権

の移転及び賃借権の設定でございます。これらの案件は、いずれも届出に必要な書類が完

備されておりましたので、茅ヶ崎市農業委員会規程第17条の規定により、事務局長におい

て専決処分したものでございます。なお、受理通知書につきましては既に届出者に交付い

たしております。 

 以上、ご報告申し上げます。 

○議長（原田勝幸君） 事務局の報告が終わりましたが、これに対するご質疑をお伺いい

たします。ご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご質問がないようですので、報告第34号農地法第５条第１項第７

号の規定による農地転用届出の専決処分の報告についてを終わります。 

 以上で本日の審議並びに報告事項は全て終了しました。慎重審議をいただき、厚く御礼

申し上げます。それでは、以上をもちまして令和２年第13回茅ヶ崎市農業委員会総会を閉

会といたします。ご協力ありがとうございました。 

午後２時48分閉会 
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