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午後４時35分開会 

○議長（髙橋昭弘君） それでは、ただいまより令和２年第１回茅ヶ崎市農業委員会総会

を開催いたします。 

 なお、本日は、２番市川達夫委員、13番常盤良夫委員より欠席届が提出されております。

よって、当総会は、委員数14名のうち12名の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番齋藤和子委員、11番川口武基委員、

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（髙橋昭弘君） 日程第１議案第１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。 

 ５番原田委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○５番（原田勝幸君） 議案第１号農地法第３条の規定による許可申請についてをご報告

いたします。 

 ～議案について内容を説明 

権利の種類は所有権の移転です。申請理由としまして、譲受人は営農を拡大するため、

譲渡人は営農を縮小するためです。今後につきましては、コマツナ、ホウレンソウを作付

する予定です。譲受人の耕作面積は、申請地を含め87アールです。萩園地区の下限面積は

30アールです。世帯人数は２人、労働力につきましては、本人（53歳）従事日数150日、専

業、妻（52歳）従事日数300日、専業でございます。 

 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（髙橋昭弘君） 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（髙橋昭弘君） それでは、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（髙橋昭弘君） なしと認め、採決をいたします。議案第１号農地法第３条の規定

による許可申請についてを報告のとおり許可することを決定するにご異議ございません
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か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋昭弘君） 異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

○議長（髙橋昭弘君） 日程第２議案第２号農地法第５条の規定による許可申請について

を上程いたします。 

 ９番廣瀬委員より、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（廣瀬康男君） 議案第２号農地法第５条の規定による許可申請についてご報告い

たします。 

 ～議案について内容を説明 

申請目的は自己住宅、農地区分は第２種農地、権利関係は使用貸借権の設定でございま

す。申請理由としましては、譲受人は、農業経営者である譲渡人の次男で、現在、賃貸住

宅に住んでおりますが、子供が大きくなり手狭となり、ほかに適地もなく日照・通風等隣

接農地への影響もないことから、当該地に自己住宅を建設するものです。工事計画につき

ましては、整地し、汚水は合併浄化槽を経て公共汚水管に接続して処理します。雨水につ

いては宅地内浸透ますにて処理します。 

 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（髙橋昭弘君） 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（髙橋昭弘君） 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（髙橋昭弘君） なしと認め、採決をいたします。議案第２号農地法第５条の規定

による許可申請について、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（髙橋昭弘君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

○議長（髙橋昭弘君） 日程第３議案第３号非農地証明願について、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。 

 １番案件について、５番原田委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いし
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ます。 

○５番（原田勝幸君） 議案第３号非農地証明願についてのうち、１番案件をご報告いた

します。 

 ～議案について内容を説明 

申請理由としましては、本件土地と一体となった隣接の別地番に昭和55年住宅建築後、

駐車場及び通路などとして利用しており、農地として１度も利用されることなく現在に至

っております。今回、現況と登記地目を合わせるため申請されたものでございます。 

 令和２年１月15日、担当委員２名と事務局２名で現地を調査してまいりました。当該地

の現況は駐車場及び通路になっており、農地に復元することが困難であることと、転用後

10年以上経過していること、この事実を平成19年10月21日撮影の神奈川県の航空写真によ

り客観的に証明できることから、農地法の適用を受けない土地に係る運用指針の別表１に

掲げる項目の、建築物または工作物の敷地に該当し、非農地要件を全て満たしていること

を確認いたしました。 

 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（髙橋昭弘君） ありがとうございました。 

 続けて、２番案件について、９番廣瀬委員より、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（廣瀬康男君） 議案第３号非農地証明願についてのうち、２番案件をご報告いた

します。 

 ～議案について内容を説明 

申請理由といたしましては、当該地は、昭和60年ごろから平成30年４月ごろまで茅ヶ崎

レンタル株式会社が重機置場として賃貸しており、契約期間終了後、農地として利用され

ることなく現在に至ります。今回、現況と登記地目を合わせるため申請されたものでござ

います。 

 令和２年１月16日、担当委員２名と事務局２名で現地を調査してまいりました。当該地

の現況は砂利敷きになっており、農地に復元することが困難であること、転用後10年以上

経過していることが明らかであることから、農地法の適用を受けない土地に係る運用指針

の別表１に掲げる項目の、資材置場、駐車場等に該当し、非農地要件を全て満たしている

ことを確認いたしました。 

 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 
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○議長（髙橋昭弘君） 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（髙橋昭弘君） 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。 

○12番（平牧比佐雄君） ちょっと聞きたいんですけれども、時々非農地証明の関係が出

るんですけれども、実際、これは非農地証明をとらない段階、今までの段階で地主さんは、

結局10年たてば、一応、もう10年たったからということなんだけれども、土地税制の絡み

もあるんだけれども、実際、どういうことなんでしょう。 

○局長補佐（高橋郷司君） 事務局よりお答え申し上げます。 

 土地税制、固定資産税ということであれば、固定資産税は毎年１月１日時点の状況によ

って現況課税ということですので、10年前、以前から農地でなければ、課税上ももう農地

ではないというふうには聞いてございます。 

○12番（平牧比佐雄君） 実際そうなんだけれども、10年、現況でやっていたということ

は、土地税制がどうなのかなというのがまず問題になると思うし、実際に、ずるい人が農

地転用しないで裏でやっていて、時効待ちだというあれも出てきちゃうわけだよな。だけ

れども、その辺というのがすごく曖昧で、非農地証明を出す前はどうだったのかという話

になるわけだよ。当然、その前には高い税金、固定資産税を払っていたんだからいいだろ

うという話も出てくるのかもしれないけれども、その辺がどうなんでしょうか。 

○局長補佐（高橋郷司君） 先ほどは税制関係の話で、農業委員会としては、神奈川県の

非農地の運用指針の中で、違反追及していれば非農地証明がお出しできないということに

なります。日々の利用状況調査等の中で、パトロールの中で、その都度、やはり委員会と

して、そういったところを早期発見して、是正の措置をとっていかなければいけないとは

思っております。 

○12番（平牧比佐雄君） でも、これは今までの見ると、10年たっちゃったから、時効的

に現況と違うよという話だけで通っているわけだよな。だから、極端に言えば、ちゃんと

したルールに沿って転用しないで、結局は既成事実で、見つかったら高い税金を払うけれ

ども、じゃ、見つからなかったらどうなのかという話になっちゃうんだけれども、あくま

でグレーゾーンなんだね。そういうことですね。 

○局長補佐（高橋郷司君） 委員のおっしゃるとおりで、非農地証明というのは違反と表

裏一体の部分がございまして、そういった中で、県内、神奈川県では非農地の運用指針と
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いうものがございますので、そこの要件に基づいてきっちり審査をしていかなければいけ

ないと考えております。 

○議長（髙橋昭弘君） ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（髙橋昭弘君） ほかにはなしと認めまして、採決をいたします。議案第３号非農

地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（髙橋昭弘君） 異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

○議長（髙橋昭弘君） 日程第４議案第４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についてを上程いたします。 

 ９番廣瀬委員より、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（廣瀬康男君） 議案第４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

用権の設定について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。 

 ～議案について内容を説明 

利用権の存続期間は令和２年２月１日から令和５年１月31日までで、権利の種類は貸借

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（髙橋昭弘君） 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、補足させていただきます。 

 本件につきましては、農業法人の参入ということでございます。昨日の地区部会におき

まして、当該農業法人の代表者にお越しいただき、事業の内容について説明いただきまし

た。内容としましては、今後、手続を経まして、営農型太陽光発電設備を設置したビニー

ルハウスの中でリーフレタス、ケール、ミズナなどの葉物野菜を水耕栽培としてやってい

くということでございます。以上でございます。 

○議長（髙橋昭弘君） きのうは、地区部会ではこの方に出ていただいて、説明を受けて

おりますが、何かご意見、ご質問ございますか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（髙橋昭弘君） なしと認め、採決をいたします。議案第４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。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（髙橋昭弘君） 異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

○議長（髙橋昭弘君） 日程第５議案第５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。 

 ５番原田委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○５番（原田勝幸君） 議案第５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３年ごとに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～議案について内容を説明 

農機具の保有状況は、耕耘機、管理機、その他一式でございます。労働力は、本人（80

歳）従事日数100日、兼業、妻（79歳）従事日数100日、兼業でございます。 

 ２番案件～議案について内容を説明 

農機具の保有状況は、トラクター、フォークリフト、その他一式でございます。家畜に

つきましては、鶏30羽、ポニー２頭でございます。労働力につきましては、本人（33歳）

従事日数300日、専業、父（68歳）従事日数300日、専業、母（67歳）従事日数300日、専業、

妻（29歳）従事日数100日、専業でございます。 

 ３番案件～議案について内容を説明 

農機具の保有状況につきましては、トラクター、フォークリフト、その他一式でござい

ます。家畜につきましては、鶏30羽、ポニー２頭でございます。労働力につきましては、

本人（68歳）従事日数300日、専業、妻（67歳）従事日数300日、専業、長男（33歳）従事

日数300日、専業、長男の妻（29歳）従事日数100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、農業経営されていると確認いたしました。よろ
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しくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（髙橋昭弘君） 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（髙橋昭弘君） 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（髙橋昭弘君） なしと認め、採決をいたします。議案第５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（髙橋昭弘君） 異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

○議長（髙橋昭弘君） 日程第６議案第６号賃借料情報の提供についてを上程いたします。 

 事務局より説明をお願いします。 

○局長補佐（高橋郷司君） 議案第６号賃借料情報の提供についてをご説明いたします。 

 本件は、農地法第52条の規定に基づき、地域における賃借料の目安となるよう、農業委

員会が実勢の賃借料情報を提供するものでございます。 

 賃借料情報につきましては、過去１年間分の農地法第３条の許可案件や農用地利用集積

計画などの賃借料から算出するものでございます。 

 本市における令和元年の畑の賃借料につきましては、昨年１年間、平成31年１月から令

和元年12月までにおける利用権設定における賃借料データ27件をもとに算出し、10アール

当たり年額１万7700円でございます。また、田につきましては、賃借料データがないため、

算出してございません。なお、賃借料情報につきましては、本日ご承認をいただけました

ら、農業委員会ホームページ等により提供していくことといたします。 

 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（髙橋昭弘君） 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（髙橋昭弘君） なしと認め、採決をいたします。議案第６号賃借料情報の提供に

ついては、報告のとおり情報提供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（髙橋昭弘君） 異議なしと認め、さよう決定をいたします。 
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○議長（髙橋昭弘君） 日程第７報告第１号農地法第３条の３第１項の規定による農地等

の権利取得の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１号、専決処分の報告についてをご説明いたします。 

 本案は、農地法第３条の３第１項の規定による農地等の権利取得の届出でございます。

～報告について内容を説明 

届出に必要な事項が記載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（髙橋昭弘君） 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（髙橋昭弘君） ご質問がないようですので、報告第１号農地法第３条の３第１項

の規定による農地等の権利取得の届出の専決処分の報告についてを終わります。 

○議長（髙橋昭弘君） 日程第８報告第２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２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10ページ１番案件から５番案件で、転用目的は駐車場敷地、

道路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（髙橋昭弘君） 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（髙橋昭弘君） ご質問がないようですので、報告第２号農地法第４条第１項第８
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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（髙橋昭弘君） 日程第９報告第３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３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11ページ１番案件から17ページ10番案件で、転用目的は住宅

敷地、道路敷地、物流倉庫の敷地、駐車場敷地及びゴミ置場でございます。権利関係は所

有権の移転及び使用借権の設定でございます。なお、４番案件につきましては、萩園字上

ノ前地区土地区画整理事業に伴う所有権移転の届出でございます。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（髙橋昭弘君） 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（髙橋昭弘君） ご質問がないようですので、報告第３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いたしました。慎重審議をいただき、厚く

お礼を申し上げます。それでは、以上をもちまして令和２年第１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５時09分閉会 
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