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午後２時00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11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。６番遠藤信行委員、７番小澤昇委員、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63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。 

 本件については、私の審査案件となります。農業委員会等に関する法律第31条の規定に

より議事に参与することができませんので、退席をさせていただきます。 

 農業委員会等に関する法律第５条第５項の規定により、会長代理として６番遠藤委員に

議長をお願いいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

 議事の都合上、暫時休憩します。 

午後２時01分休憩 

（本人案件のため原田勝幸君退室） 

 ─────────────────────────────────────────  

午後２時02分再開 

○議長（遠藤信行君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 会長代理として私が議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 日程第１議案第63号農地法第３条の規定による許可申請について、８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いたします。 

○８番（廣瀬正実君） 議案第63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。 

 ～案件の議案について内容を説明 

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、譲渡人は営農を縮小するためでございます。今後につきましては、水稲を作付す
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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520アールで、芹

沢地区の下限面積は50アールでございます。世帯人数は４人、労働力につきましては、本

人（63歳）従事日数300日、専業、妻（59歳）従事日数150日、専業、長男（35歳）従事日

数300日、専業、次女（30歳）従事日数150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、田植機、コンバイン、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（遠藤信行君） ありがとうございました。 

 次に、事務局より補足説明はございませんでしょうか。 

○局長補佐（高橋郷司君） 特にございません。 

○議長（遠藤信行君） では、これより質疑に入ります。何かご意見、ご質問ございます

でしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（遠藤信行君） なしと認め、採決をいたします。議案第63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（遠藤信行君） ありがとうございます。ご異議なしと認め、さよう決定いたしま

す。 

 議事の都合上、暫時休憩します。 

午後２時06分休憩 

 ─────────────────────────────────────────  

（原田勝幸君入室） 

午後２時07分再開 

○議長（原田勝幸君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第２議案第64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。 

 ４番石射委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○４番（石射祥光君） 議案第64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。 

 ～１番案件の議案について内容を説明 
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申請目的は作業ヤード及び資材置場で、一時転用の申請でございます。農地の区分は農

用地区域内農地で、権利関係は賃借権の設定でございます。申請理由は、譲受人が管理す

る特別高圧送電線などの張替え工事を行うに当たり、工事に必要な資材や車両などを置く

場所が必要不可欠となり、申請されたものでございます。施工につきましては、申請地全

体を1.8メートルのガードフェンス及びプラスチックフェンスで囲い、申請地内はポリプロ

ピレンシートの上からプラシキを敷き、農地へのごみなどの飛散防止及び農地への復元が

すぐにできるよう施工いたします。 

 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） それでは、事務局より補足をさせていただきたいと思います。 

 当該地は、送電鉄塔に隣接しており、一時転用ということで、農地への復元まで３か月

を予定しております。また、農業振興地域整備計画達成に支障を及ぼすおそれがないこと

を確認しております。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64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64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。 

 ８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。 

○８番（廣瀬正実君） それでは、説明をいたします。 

 議案第64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。 

 ～２番案件の議案について内容を説明 

申請目的は、車両置場及び資材置場、農地の区分は第二種農地、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、主に土木工事業を営んでおり、湘
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南エリアからの工事受注が増えてきたため、それに対応するために新しく置場を探してい

たところ、交通アクセスや従業員の通勤等に適した本申請地を選定したとのことでござい

ます。施工については、敷地内を整地後、砕石敷とします。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64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65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。 

 １番案件及び２番案件について、４番石射委員より、議案の説明及び現地調査結果の報

告をお願いします。 

○４番（石射祥光君） 議案第65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。 

 ～１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11月１日から永久で、権利の種類は所有権の移転でござい

ます。 

 ～２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11月１日から令和５年10月31日までで、権利の種類は賃借

権でございます。 
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 以上、１番案件及び２番案件について、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） 事務局より、１番案件の補足をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、１番案件についてですが、農地の売買ということで、通常は農地法第３条による

ものが一般的となっておりますが、今回は農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等

の促進事業ということになっております。こちらにつきましては、市が主体となって農地

の譲渡人と譲受人の情報を収集しまして、茅ヶ崎市が定める基本構想に則った形の要件を

満たす担い手農家等へ農地を集積するため、農用地利用集積計画を作成しまして、売買が

できることとなっております。 

 農業経営基盤強化促進法を使うメリットといたしましては、要件もありますが、売り手

につきましては、譲渡所得税の特別控除ということで800万円までの特別控除がございま

す。また、買い手につきましては、登記時の登録免許税の軽減措置や不動産取得税の軽減

がございます。また、希望があれば所有権移転登記を市のほうで行うものとなっておりま

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65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66号農地中間管理事業の推進に関する法律第19条

第３項の規定による賃借権の設定についてを上程いたします。 

 ８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いたします。 

○８番（廣瀬正実君） それでは、説明します。議案第66号農地中間管理事業の推進に関

する法律第19条第３項の規定による賃借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
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で、茅ヶ崎市が、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農用地利用配分計画を

作成する際に農業委員会へ意見を聞くこととなっております。 

 ～権利を設定する農地の説明 

権利の存続期間は令和３年１月１日から令和７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、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。 

（「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66号農地中間管理事業の

推進に関する法律第19条第３項の規定による賃借権の設定について、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５議案第67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６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６

番案件を報告後、一括して行います。 

 ４番石射委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○４番（石射祥光君） ちょっと長くなりますが、よろしくお願いします。 

 議案第67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６

番案件を一括してご報告いたします。 

 本案件は、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番案件の申請者の特例農地の耕作状況をご報告いたします。現況、畑、合計693平方メ

ートルにつきましては、一体として耕作されており、カボチャ、ナス、キュウリ、トマト、

オクラ、サツマイモなどが作付されていました。農機具の保有状況は、トラクター、耕運

機、その他一式でございます。労働力は、本人（77歳）従事日数300日、専業、妻（76歳）
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従事日数250日、専業でございます。 

 続いて、２番案件の申請者の特例農地の耕作状況をご報告いたします。現況、畑につき

ましては、ハウス内に一体として耕作されており、ミニトマトが作付されていました。農

機具の保有状況につきましては、トラクター、耕運機、刈払機、田植機、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（68歳）従事日数300日、専業、妻（65

歳）従事日数250日、専業、長男（35歳）従事日数300日、専業でございます。 

 続いて、３番案件の申請者の特例農地の耕作状況をご報告いたします。畑、合計1517平

米につきましては、ニラ、ブロッコリー、里芋が作付されていました。畑、948平方メート

ルにつきましては、梅、柿が肥培管理されていました。農機具の保有状況は、トラクター、

軽トラ、その他一式でございます。労働力は、本人（76歳）従事日数180日、兼業、妻（68

歳）従事日数50日、兼業でございます。 

 続いて、４番案件の特例農地の耕作状況をご報告いたします。５筆、いずれも畑、合計

1560.91平方メートルにつきましては、一体として耕作されており、準備中でした。現況、

畑、826平方メートルにつきましては、ゴボウ、ニンジン、ホウレンソウが作付されていま

した。６筆、いずれも現況、畑、計3858平方メートルにつきましては、一体として耕作さ

れており、準備中でした。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。労働力につきましては、本人（67歳）従事日数250日、専業、妻（69

歳）従事日数150日、兼業でございます。 

 続いて、５番案件の特例農地の耕作状況をご報告いたします。畑、181平方メートルにつ

きましては大根が作付されていました。畑、1054平方メートルにつきましては放牧地とし

て管理されていました。３筆、いずれも現況、畑、合計1984平米のうち1098.50平方メート

ルにつきましては、一体として耕作されており、放牧地のほか、ネギ、ブロッコリー、大

根、ナスが作付されていました。５筆、いずれも現況、畑、合計1505平方メートルにつき

ましては、一体として管理されており、準備中でした。畑、1103平方メートルにつきまし

ては、飼料用トウモロコシが作付されていました。農機具の保有状況は、トラクター、草

刈機、耕運機、その他一式でございます。労働力は、本人（76歳）従事日数360日、専業、

妻（73歳）従事日数360日、専業、次男（48歳）従事日数360日、専業、次男の妻（47歳）

従事日数360日、専業でございます。 

 続いて、６番案件の特例農地の耕作状況をご報告いたします。畑、803平方メートルにつ

きましては、農業経営基盤強化促進法に基づく事業に基づく事業による貸付けを行ってお
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りました。畑、988平方メートルにつきましては、ナス、白菜、カブ、大根、キャベツが作

付されていました。畑、合計267平方メートルにつきましては、一体として耕作されており、

ブドウ、ブルーベリーが肥培管理されていました。畑、合計191平方メートルにつきまして

は、ネギが作付されていました。畑、79平方メートルにつきましては準備中でした。畑、

合計143平方メートルにつきましては、一体として耕作されており、準備中でした。農機具

の保有状況は、トラクター、草刈機、耕運機、その他一式でございます。労働力は、本人

（68歳）従事日数300日、専業、子（40歳）従事日数150日、兼業、義理の弟（64歳）従事

日数200日、専業でございます。 

 以上、１番案件から６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。 

（「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67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報告第26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26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４番案件で、転用目的は住宅敷地及び

道路敷地でございます。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。 
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○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26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27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27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10ページ１番案件から14ページ18番案件で、転用目的は、住

宅敷地、資材置場及び駐車場敷地でございます。権利関係はいずれも所有権の移転でござ

います。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27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28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28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、市民農園として令和２年第２回総会にて特定農地貸付の承認をしておりました

現況、畑、307平米について、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。 
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○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。 

（「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28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11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39分閉会 
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