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午後２時00分開会 

○議長（原田勝幸君） 本日は、お忙しい中お集まりくださいまして、誠にありがとうご

ざいます。忌憚のないご意見をいただければと思います。 

 それでは、ただいまより令和２年第10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。４番石射祥光委員、５番村越重芳委員、

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59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。 

 ３番髙橋委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○３番（髙橋久雄君） それでは、説明させていただきます。皆様、１ページをおめくり

くださいませ。 

 議案第59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。 

 ～議案について内容を説明 

申請理由としましては、譲受人は営農を拡大するため、譲渡人は営農を縮小するためで

ございます。今後につきましては、里芋、タマネギ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116アールで、赤羽根地区の下限面積は30アール

でございま発･読す。世帯人数は１人、労働力につきましては、本人（58歳）従事日数200

日、専業でございます。農機具の保有状況につきましては、トラクター、耕運機、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していると考えま

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59号農地法第３条の規定
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による許可申請について、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２議案第60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のうち、１番案件から５番案件を一括して上程いたします。 

 １番案件から３番案件について、３番髙橋委員より、議案の説明及び現地調査結果の報

告をお願いいたします。 

○３番（髙橋久雄君） では、ご説明させていただきます。２ページ目をおめくりくださ

いませ。 

 議案第60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の

うち、１番案件から３番案件を一括してご報告させていただきます。 

 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。 

 ～１番から３番案件の議案について内容を説明 

 利用権の存続期間は３年、令和２年10月１日から令和５年９月30日までで、権利の種類

は賃借権でございます。 

 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（原田勝幸君） ありがとうございました。 

 ４番案件及び５番案件について、６番遠藤委員より、議案の説明及び現地調査結果の報

告をお願いします。 

○６番（遠藤信行君） 議案第60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のうち、４番案件及び５番案件を一括してご報告いたします。 

 ～４番・５番案件の議案について内容を説明 

 利用権の存続期間は令和２年10月１日から令和５年９月30日までで、権利の種類は使用

貸借権でございます。 

 以上、４番案件及び５番案件について、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） 事務局より補足させていただきます。 
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 １番案件から３番案件につきましては、一般法人の農業参入ということでございます。

昨日の茅ヶ崎・松林・鶴嶺地区部会におきまして、当該法人にお越しいただき、事業内容

等についてご説明していただいております。今後の営農計画といたしましては、施設栽培

でトマトを作付していきたいということでございます。 

 今回初めて法人参入するということですので、今後の営農については、農業法人の参入

する支援会社がありまして、そちらのほうから支援をしていただきながら進めていきたい

ということでございます。以上です。 

○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60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（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61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５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５番案件を報告後、一括して行います。 

 １番案件から４番案件について、３番髙橋委員より、議案の説明及び現地調査結果の報

告をお願いいたします。 

○３番（髙橋久雄君） では、ご説明させていただきます。ページが４ページから５ペー

ジにかかります。ちょっと長いんですけれども、ご辛抱よろしくお願いいたします。 

 議案第61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４

番案件を一括してご報告させていただきます。 

 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。 

 令和２年９月14日、担当委員１名、事務局１名で現地調査をいたしました。特例農地の

耕作状況をご報告させていただきます。 

～１番案件の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、田植機、刈払機、耕運機、軽トラック、その他一式
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でございます。労働力は、本人（82歳）従事日数250日、専業、妻（75歳）従事日数200日、

専業、同居している長男（51歳）従事日数150日、兼業、長男の妻（51歳）従事日数100日、

兼業でございます。 

 続きまして、２番案件及び３番案件についてご報告させていただきます。令和２年９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。 

 特例農地の耕作状況をご報告させていただきます。 

～２・３番案件の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、軽トラ、その他一式でございます。労

働力につきましては、本人（58歳）従事日数100日、兼業、妻（56歳）従事日数100日、兼

業でございます。 

 続きまして、４番案件のご説明に移ります。令和２年９月17日、担当員２名、事務局２

名で現地調査をいたしました。特例農地の耕作状況をご説明させていただきます。 

～４番案件の議案について内容を説明 

農機具の保有状況は、耕運機、刈払機、その他一式でございます。労働力は、本人（78歳）

従事日数360日、専業、妻（77歳）従事日数360日、専業、長女（48歳）従事日数200日、専

業でございます。 

 以上、１番案件から４番案件までについて、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。 

 ５番案件について、６番遠藤委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いし

ます。 

○６番（遠藤信行君） 議案第61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、５番案件をご報告いたします。 

 令和２年９月16日、担当委員２名、事務局２名で現地調査をいたしました。特例農地の

耕作状況をご報告いたします。 

～５番案件の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、刈払機、軽トラ、その他一式でござい

ます。労働力につきましては、本人（58歳）従事日数300日、専業、妻（54歳）従事日数250

日、専業でございます。 

 以上、農業経営されていると確認をいたしました。よろしくご審議のほどお願いいたし
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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（村越重芳君） ４番の部分で、「のうち」ということになっているので、そのほ

かの一部欠けている部分というのは、宅地か何か、家か何かが建っているんですか。 

○局長補佐（高橋郷司君） お答え申し上げます。 

 ４番案件につきまして、２段目、３段目、1120平米のうち1113平米、1133平米のうち1126

平米、こちらの「うち」につきましては、ちょうど234番、235番に納屋がまたがっており

まして、それが14平米ということで、その部分が納税猶予から省かれているということに

なります。 

 同じく、その下の香川三丁目の全部で４筆の面積については、全て半分になっておりま

す。これは持ち分の２分の１が納税猶予を受けているということで、数字が半分になって

おります。 

 以上でございます。 

○５番（村越重芳君） 分かりました。 

 すみません。ちょっともう一つ。２番、３番の方で、どこか本を読めば分かったのかも

しれないですけれども、特定貸付けというのはどういう意味でしたっけ。 

○局長補佐（高橋郷司君） お答え申し上げます。 

 こちらにつきましては、前回の総会のときにご質問いただいたかと思うのですが、平成

21年の12月頃以降は、貸し借りしていてもいわゆる納税猶予が受けられる。それまでは自

ら耕作という前提でしたけれども、貸し借りをしていても猶予を受けられるということで、

この２番案件、３番案件につきましては、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定を

しております。２番案件については、ちょっと個人名ですけれども、何某さんという認定

農業者の方に貸しておりまして、３番案件のこの２筆につきましては何某さん②という方

に利用権設定をしているということで、特定貸付けが行われているということになってお

ります。以上です。 

○５番（村越重芳君） すみませんでした。分かりました。 

○議長（原田勝幸君） ほかにご意見、ご質問ございませんか。 
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（「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61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４議案第62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、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。 

 ３番髙橋委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○３番（髙橋久雄君） ７ページをおめくりくださいませ。 

 議案第62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のうち、１番

案件及び２番案件を一括してご報告させていただきます。 

 ～１番案件の議案について内容を説明 

 令和２年９月17日、担当委員２名、事務局２名で現地調査をしてまいりました。当該地

は一体として耕作されており、ビワ、ユズ等が肥培管理されているほか、準備中でした。 

 当人は、生前、当該地の主たる従事者であり、今後、申出者が耕作していくことが難し

いため、買取り申出をしたいというものでございます。 

 ～２番案件の議案について内容を説明 

主たる従事者が、本年７月頃より呼吸困難となり、医師より８月21日付で肺がんとの診

断書が出ております。現在入院加療中であり、以前のように農作業へ従事することが不可

能との医師の診断書が出ていることから、生産緑地の買取り申出をするに当たって、主た

る従事者であったことの証明願が提出されたものでございます。 

 令和２年９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。現地は、

梅が肥培管理されていました。当人は、故障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、１番案件、２番案件について、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。 
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○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62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５報告第21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21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。 

 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（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21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（原田勝幸君） 日程第６報告第22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22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９ページ１番案件から10ページ８番案件で、転用目的は駐車

場敷地、住宅敷地及び資材置場でございます。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
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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。 

○６番（遠藤信行君） すみません、今の１番案件で、２人とも住所が、千葉県と愛知県

なんですが、届出に係る土地が自作地というのは、どういう捉え方をしたらよろしいんで

すか。自分で作れるというのが普通自作地みたいな感じで。 

○局長補佐（高橋郷司君） お答え申し上げます。 

 自作地、小作地という言葉なのですけれども、要は貸し借りをしているようなところで

あり、自らというところが一応自作地という位置づけになっております。今回の場合は、

所有者さん、実際にはこれは相続で２分の１ずつ取得しておりまして、千葉県と愛知県に

行っております。所有者さんが、今回届出をしたということで、所有者さん自らというと

ころを届出されたということで、一応自作地という位置づけになっております。以上でご

ざいます。 

○６番（遠藤信行君） では、どなたかが耕作か何かをされていて、荒れていなかったと

いうことでよろしいんですか。 

○局長補佐（高橋郷司君） お答え申し上げます。 

 こちらにつきましては、雑種地的な、現況がきっちりと何か作付されていたというわけ

ではないと思います。というのは、この届出につきましては、行政手続法に則っておりま

して、いわゆる書類上、記載事項が整っているか、また、添付書類が整っているかという

ことを審査するのみとなっておりますので、この届出を受けた中では特に現地等は確認し

ておりません。ただし、この届出の中で現況としては雑種地ということで記載がちょっと

ありましたので、手が行き届いていないのかもしれません。以上でございます。 

○議長（原田勝幸君） 最近これは少なくなってきたのですけれども、線路から南のほう

はもう何十年も前に宅地化されていて、単に地目が畑というだけであって、もう30年も前

から住宅地なんですよ。それがまだ畑という身分になっているだけであって、もう、とう

の昔から畑ではない。 

○６番（遠藤信行君） それは、農地法からいったらおかしいじゃないか。だって、宅地

じゃないのですよ。 

○議長（原田勝幸君） 登記簿上が宅地なのですよ。 
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○６番（遠藤信行君） ですから、それを審議しているのでしょう。 

○８番（廣瀬正実君） 宅地としての課税はされているのですか。 

○局長補佐（高橋郷司君） 課税までは把握していません。 

○８番（廣瀬正実君） その課税がしてあれば、問題はないと思うけど、畑のままの税金

では駄目ですよ。 

○６番（遠藤信行君） 宅地でいいけど、せいぜい雑種地ぐらいの。幾ら現況が宅地だと

いっても、畑は畑だ。それで審議しているのですから。 

○13番（吉田恵子君） ていうか、これは登記地目、畑って書いてあるのですけど、今、

現状としてはどこでも、例えばの話、家が建っていても、まだそれを宅地として変えてい

ないとか、そういうところははっきり言って、市街化地域では、あるんですよ。登記簿を

調べてみると、宅地にはなっていなくて、まだ現況では畑になっているというのがかなり

ありますよ。小出地区みたいに農地、調整地域であったらば、畑とか田とかそういうのが

あるのですけど。 

○議長（原田勝幸君） 調整区域でも結構それが、駐車場とか庭になってしまっているわ

けじゃないですか。 

○13番（吉田恵子君） そうですね。 

○議長（原田勝幸君） それと同じ話ですよね。 

○13番（吉田恵子君） 同じ関係ですよね。 

○議長（原田勝幸君） 課税は、ちなみに、市街化区域というのは農地でも宅地のほうが

むしろ安いのですよ。小規模宅地のほうが、農地より税金が安い。だから、税金面でずる

しているという意味合いは、ない。 

 ほかにご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ないようですので、報告第22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７報告第23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23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。 
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 茅ヶ崎・松林・鶴嶺地区は11ページ１番案件から13ページ16番案件で、転用目的は住宅

敷地、資材置場及び道路敷地でございます。権利関係はいずれも所有権の移転でございま

す。小出地区は、13ページ17番案件で、転用目的は住宅敷地でございます。権利関係は所

有権の移転でございます。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23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。 

○議長（原田勝幸君） 日程第８報告第24号利用権の合意解約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24号利用権の合意解約の報告についてをご説明いたし

ます。 

 本案件は、農業経営基盤強化促進法に基づき利用権の設定を行った土地につきまして、

茅ヶ崎市より解約同意の通知があったため報告するものでございます。 

 ～利用権を解約する農地利用権の説明 

権利関係の種類は使用貸借権でございました。期間は令和２年４月１日から令和５年３

月31日まででしたが、両者の都合により、本年８月３日に解約に同意したものでございま

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24号利用権の合意解約の報告

についてを終わります。 
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○議長（原田勝幸君） 日程第９報告第25号特定農地貸付の廃止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25号特定農地貸付の廃止届出の報告についてをご説明

申し上げます。 

 本件は、市民農園として平成28年第８回総会にて、特定農地貸付の承認後、更新してお

りましたもので、所有者の都合により廃止する旨の届出が茅ヶ崎市に対してあったもので

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。ご質疑ございませんか。 

○５番（村越重芳君） ちょっといいですか。年額幾らで借りる方がいるわけですよね。

そうすると、それは途中解約というか、何かそういうことになるのですか。そうすると、

そのお金はお返しするとか、何かそんなあれはあるのですか。 

○局長補佐（高橋郷司君） お答え申し上げます。 

 貸付規程というものがつくられておりまして、その中で、その場所、場所によって違う

と思いますが、賃料の精算についても規定があるものと思っております。以上です。 

○議長（原田勝幸君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご質疑がないようですので、報告第25号特定農地貸付の廃止届出

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10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45分閉会 
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