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午後２時03分開会 

○議長（髙橋昭弘君） それでは、ただいまから令和２年第２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、９番廣瀬康男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13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。12番平牧比佐雄委員、13番常盤良夫委員、

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７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。本案件は、議案第９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番案件と関連していますので、両案件を一括して上程いたします。 

 10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。 

○10番（齋藤和子君） 議案第７号農地法第３条の規定による許可申請について及び議案

第第９号農地法第９条の規定による許可申請についてのうち２番案件を一括してご報告い

たします。 

 ～議案について内容を説明 

 申請目的は、支柱を立てて営農を継続する営農型太陽光発電設備の設置のための一時転

用の申請、及びそれに伴う当該地の上部空間の区分地上権の設定でございます。支柱部分

など、一時転用の申請面積は、679平米のうち1.16平米、区分地上権を設定する申請面積は

679平米のうち121.5平米でございます。一時転用について、農地の区分は第２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、静岡県を中心に主にソーラーシェアリング事業を

行っており、他県へ事業を拡大していくに当たり、会社所在地からアクセスのよい本申請

地を選定したものでございます。 

 施工につきましては、支柱を立ててパネルなどの太陽光設備を設置します。支柱を農業

用ビニールで覆い、その内部においてリーフレタスやサラダケールなどの栽培を行うとの

ことでございます。雨水処理につきましては敷地内での自然浸透といたします。 

 なお、区分地上権を設定する場合は、農地法第３条第２項ただし書きにおいて、第２項

各号の許可要件は必要なく、例外的に許可することができることとなっております。 
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 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） 事務局より補足させていただきます。 

 本件は、営農型太陽光発電設備の設置ということで、本市においては初めての案件とな

ります。 

 この営農型発電設備については、平成30年５月15日付、支柱を立てて営農を継続する太

陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについてという農林水産省農村振

興局長からの通知が出てございます。その中で、農地に支柱を立てて営農を継続しながら

農地の上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置する場合、支柱や附帯設備の敷地部

分が一時転用の許可対象となっているものでございます。 

 また、土地所有者ではない方が発電設備を設置する場合には、太陽光パネルが農地の空

中部分を利用するため、設置者が土地所有者から区分地上権の設定を受ける必要がありま

す。そのため、今回同時に農地法第３条の申請が提出されたものでございます。 

 下部の農地において、営農の適切な継続が確保されなくなった場合等は、支柱を含む当

該設備を速やかに撤去し、農地として利用することができる状態に回復する必要がござい

ます。転用許可を受けた方からは、毎年、農作物の収穫状況を報告していただくこととな

ります。 

 耕作者である企業につきましては、先月の総会にて３年間の利用権設定についてご承認

いただいており、一時転用及び区分地上権の設定期間は利用権設定の期間に合わせる形と

なります。 

 日照等、周辺農地への被害防除については、事業者より隣接地権者に対して事業内容を

説明済みとのことでございます。 

 補足説明は以上でございます。 

○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。 

 今の報告は、農業委員会宛ての報告ですか。 

○局長補佐（高橋郷司君） 農業委員会経由の県知事宛てでございます。 

○議長（髙橋昭弘君） わかりました。 

 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（髙橋昭弘君） なしと認め、採決をいたします。 

 議案第７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か。また、議案第９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（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２議案第８号農地法第４条の規定による許可申請について

を上程いたします。 

 10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。 

○10番（齋藤和子君） 議案第８号農地法第４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 

申請目的は資財置場で、農地の区分は第２種農地でございます。申請理由としましては、

申請人はビルメンテナンス業及び農業を営んでおり、現在、資財や農機具を保管している

場所を引き払うに当たり、新たな保管場所が必要になり、現在、保管場所からも近く、面

積も十分確保でき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、切

土や盛土は行わず、転圧、整地いたします。雨水処理につきましては敷地内で自然浸透と

するとのことです。 

 以上、よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

○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８号農地法第４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） 



4  

○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９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。 

 10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。 

○10番（齋藤和子君） 議案第９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。 

 ～議案について内容を説明 

申請目的は資材置場で、農地の区分は第２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、建設業を営んでおり、その資材置場は他社の資

財置場の敷地を借りている状態で、今回立ち退きを求められ、自社の資材置場の確保が必

要となったためとのことです。施工につきましては、申請地内は砕石舗装をします。また、

隣接する畑への土砂の流出を防ぐため、コンクリートブロックで土どめをいたします。雨

水処理につきましては自然浸透といたします。 

 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（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９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（髙橋昭弘君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

 日程第４議案第10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。 

 11番川口委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○11番（川口武基君） 議案第10号非農地証明願について、１番案件及び２番案件をご報

告いたします。 

 ～議案について内容を説明 
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１番案件の申請理由としましては、昭和30年ごろから農機具等を入れる倉庫が建築され

ており、その後、農地として一度も利用されることなく現在に至っており、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２月19日、担当委員１名と事務局２名で現地を調査してまいりました。当該地

の現況は古い木造の倉庫が残っており、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、この事実を昭和48年11月11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。 

～議案について内容を説明 

 ２番案件申請理由としましては、申請者は、昭和55年ごろより酪農を経営し、当該地は、

農業用施設として利用され、現在に至っており、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２月20日、担当委員２名と事務局１名で現地を調査してまいりました。当該地

の現況は、鶏舎及び小屋跡地としてコンクリート舗装されており、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、この事実を平成19年10月28日撮影の

国土地理院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、農業用施設に該当し、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、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10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） 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５議案第11号都市農地の貸借の円滑化に関する法律第４条
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第３項の規定による賃借権等の設定についてを上程いたします。 

 11番川口委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○11番（川口武基君） 議案第11号都市農地の貸借の円滑化に関する法律第４条第３項の

規定による賃借権等の設定についてをご報告いたします。 

 本案件は、生産緑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、借り手が都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づき事業計画認定申請書を作

成し、農業委員会の決定を経て、茅ヶ崎市が認定するものです。 

 ～議案について内容を説明 

権利の存続期間は令和２年４月１日から令和３年３月31日までで、権利の種類は賃借権

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） こちらの案件につきましては、昨年、平成31年第２回総会に

おいてご承認いただき、市長が認定していた案件になります。今回、１年間の存続期間が

経過したため、更新ということで申請があったものでございます。 

 以上です。 

○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11号都市農地の貸借の円

滑化に関する法律第４条第３項の規定による賃借権等の設定について、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（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６議案第12号特定農地貸付承認申請について、１番案件か

ら12番案件及び14番案件から18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12番案件及び14番案件から18番案件を報告後、一括して行います。 

 １番案件から11番案件について、11番川口委員より、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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○11番（川口武基君） 議案第12号特定農地貸付承認申請についてのうち、１番案件から

11番案件をご説明いたします。 

 本案は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第３条第１項の規定に基

づくものであり、この法律に基づき承認を受けた者が当該承認に係る農地を特定農地貸付

の用に供するため、所有権や使用収益を目的とした権利を取得する場合及び権利を設定す

る場合は、農地法第３条の許可を要しないものでございます。 

 現在、地権者みずからが市民農園として貸付を行っていますが、３月末で期間が満了す

るため、４月より改めて貸付を行い、一般公募をするに当たり承認申請されたものです。 

 １番案件の申請地は、計２区画、貸付に係る利用料は年間１万4900円及び４万4700円で、

貸付期間は１年間でございます。 

 ２番案件の申請地は、計31区画、利用料は、面積に応じ、１平米当たり年間150円から200

円です。貸付期間は１年間でございます。 

 ３番案件の申請地は、計６区画です。利用料は１区画当たり3000円から7000円で、貸付

期間は１年間でございます。 

 ４番案件の申請者は、計10区画、利用料は１区画当たり５万4000円です。貸付期間は１

年間でございます。 

 ５番案件の申請地は、計３区画です。貸付に係る賃料は１区画当たり１万2000円で、貸

付期間は２年間です。 

 ６番案件の申請地は、計16区画です。貸付に係る賃料は１区画当たり3000円から１万1000

円で、貸付期間は３年間です。 

 ７番案件の申請地は、計６区画です。貸付に係る賃料は１平米当たり年間100円で、貸付

期間は２年間でございます。 

 ８番案件の申請地は、計６区画です。貸付に係る賃料は、１区画当たり年間１万円で、

貸付期間は２年間でございます。 

 ９番案件の申請地は、計８区画です。貸付に係る賃料は１区画当たり年間１万円で、貸

付期間は２年間でございます。 

 10番案件の申請地の貸付に係る賃料は１区画当たり年間10万6800円及び７万6800円、貸

付期間は１年間です。 

 11番案件の申請地の貸付に係る賃料は１平米当たり年間500円、貸付期間は１年間です。 

 以上、１番案件から11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。 
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○議長（髙橋昭弘君） ありがとうございました。 

 続けて、12番案件及び14番案件から18番案件について、10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。 

○10番（齋藤和子君） 議案第12号特定農地貸付承認申請についてのうち、12番案件及び

14番案件から18番案件を一括してご説明いたします。 

 12番案件の申請地は１区画の面積が60平米及び120平米で、計３区画です。貸付に係る賃

料は１区画当たり年間5000円及び１万円で、貸付期間は３年間です。 

 14番案件の申請地は１区画の貸付面積が29平米、48平米、49平米、及び42平米で、計７

区画です。貸付に係る賃料は無償で、貸付期間は２年間でございます。 

 １５番案件の申請地は１区画の貸付面積が55平米から90平米で、計４区画、貸付に係る

賃料にかえて、耕作によって収穫した作物を渡すこととなっています。貸付期間は３年間

です。 

 16番案件の申請地は１区画の貸付面積が40平米及び50平米で、計10区画、貸付に係る賃

料は１区画１平米当たり年間200円です。貸付期間は２年間です。 

 17番案件の申請地は１区画の貸付面積が150平米から300平米、計４区画、貸付に係る賃

料にかえて耕作によって収穫した作物を渡すことになっています。貸付期間は３年間です。 

 １８番案件の申請地は１区画の貸付面積が40平米で、計３区画、貸付に係る賃料は１区

画当たり年間8000円です。貸付期間は２年間です。 

 以上、12番案件及び14番案件から18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（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12号特定農地貸付承認申

請についてのうち、１番案件から12番案件及び14番案件から18番案件を報告のとおり承認

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。 
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 次に、議案第12号特定農地貸付承認申請についてのうち、13番案件につきましては、私

の審査案件となり、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、13番常盤委員

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（髙橋昭弘君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

 議事の都合上、暫時休憩いたします。 

午後２時35分休憩 

（本人案件のため髙橋昭弘君退室） 

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

午後２時36分再開 

○議長（常盤良夫君） 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、よろしくお願いをいたしま

す。 

 日程第６議案第12号特定農地貸付承認申請についてのうち、13番案件を上程いたします。 

 10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いたします。 

○10番（齋藤和子君） 議案第12号特定農地貸付承認申請についてのうち、13番案件をご

説明いたします。 

 申請地の１区画の面積につきましては85平米及び70平米で、計２区画です。貸付に係る

賃料は１平米当たり年間200円で、貸付期間は３年間です。 

 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（常盤良夫君） 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（常盤良夫君） これより質疑に入ります。ご意見、ご質問がございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（常盤良夫君） なしと認め、採決をいたします。議案第12号特定農地貸付承認申

請についてのうち13番案件について、報告のとおり承認することを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（常盤良夫君） 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38分休憩 

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

（髙橋昭弘君入室） 

午後２時39分再開 

○議長（髙橋昭弘君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第７議案第13号特定都市農地貸付承認申請についてを上程いたします。 

 11番川口委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○11番（川口武基君） 議案第13号特定都市農地貸付承認申請についてをご説明いたしま

す。 

 本案は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第11条において準用する特定農地貸付け

に関する農地法等の特例に関する法律第３条第１項の規定に基づくものであり、承認を受

けた者が当該承認に係る農地を特定都市農地貸付の用に供するため、賃借権等の設定を受

ける場合、及び、特定都市農地貸付によって賃借権等を設定する場合は、農地法第３条の

許可を要しないものでございます。 

 本申請案件は、借り手が農地を地権者から賃借し、市民農園として区画貸しするという

ことで承認申請されたものです。 

～議案について内容を説明 

 申請地の１区画の貸付面積は0.25平米、３平米、６平米、９平米、使用料は、それぞれ

年間１万8000円、４万2000円、６万6000円、８万4000円となっています。貸付期間は１年

です。 

 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） 本件につきましても、先ほどの議案第11号同様、平成31年第

２回総会においてご承認いただいたものの１年間の更新ということでございます。 

 また、今回、区画面積、区画数の若干の変更がございます。0.25平米の区画面積につき

ましては、子供用、入門用ということを想定しており、花などを植えることも考えている
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とのことでございます。 

 以上でございます。 

○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13号特定都市農地貸付承

認申請について、報告のとおり承認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８議案第14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。 

 11番川口委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○11番（川口武基君） 議案第14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番案件及び２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番案件は令和２年２月20日、担当委員１名、事務局２名で現地調査をいたしました。

特例農地９筆の耕作状況をご報告いたします。 

～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、コンバイン、田植機、その他一式でございます。労

働力は、本人（62歳）従事日数250日、専業、妻（62歳）従事日数200日、専業でございま

す。 

 ２番案件は令和２年２月20日、担当委員１名、事務局２名で現地調査をいたしました。

特例農地５筆の耕作状況をご報告いたします。 

～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、耕耘機、その他一式でございます。労働力は、本人

（82歳）従事日数250日、専業、夫（82歳）従事日数200日、専業でございます。 

 以上、１番案件及び２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。 
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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。 

（「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14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） 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９議案第15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番案件から３番案件を上程いたします。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。 

 11番川口委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○11番（川口武基君） 議案第15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番案件から３番案件を一括してご報告いたします。 

 ～議案について内容を説明 

 令和２年２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。 

～議案について内容を説明 

 令和２年２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。 

  ～議案について内容を説明 

 令和２年２月17日に、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。 

以上、１番案件から３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（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15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
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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10報告第４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４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。 

 ～議案について内容を説明 

 いずれも、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４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11報告第５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５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15ページ１番案件から６番案件で、転用目的は住宅敷地及び

駐車場敷地でございます。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（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５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（髙橋昭弘君） 日程第12報告第６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６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16ページ１番案件から17ページ７番案件で、転用目的は道路

敷地、物流倉庫の敷地、住宅敷地、駐車場敷地及びごみ置場でございます。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（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６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２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59分閉会 
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