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午後２時01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３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。14番和田光男委員、１番高橋宗一委員、

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16号引き続き農業経営を行っている旨の証明願の

専決処分の承認についてを上程いたします。 

 14番和田委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○14番（和田光男君） 議案第16号引き続き農業経営を行っている旨の証明願の専決処分

の承認についてをご報告いたします。 

 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。 

 ～議案について内容を説明 

税務署への継続届出は届出期限が過ぎているため、茅ヶ崎市農業委員会規程第３条の規

定により会長において専決しましたので、承認を求めるものでございます。 

 令和２年３月13日、担当委員２名、事務局１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。農機具の保有状況につきましては、トラクター、軽ト

ラ、ハーベスター、その他一式でございます。労働力は、本人（78歳）従事日数200日、専

業、妻（71歳）従事日数120日、専業、子（40歳）従事日数40日、兼業でございます。 

 以上、農業経営がな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。 
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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16号引き続き農業経営を

行っている旨の証明願の専決処分の承認については、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） 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17号農地法第３条の規定による許可申請について

のうち、１番案件から３番案件及び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３番案件及び５番案件を報告後、一括して行います。 

 １番案件から３番案件について、14番和田委員より、議案の説明及び現地調査結果の報

告をお願いします。 

○14番（和田光男君） 議案第17号農地法第３条の規定による許可申請についてのうち、

１番案件から３番案件まで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ご

ざいます。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とのことです。

譲受人の耕作面積は、申請地を含み99アールで、萩園地区の下限面積は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（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、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、５番案件について13番常盤委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお

願いします。 

○13番（常盤良夫君） 議案第17号農地法第３条の規定による許可申請についてのうち、

５番案件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ございます。今後につきましては、サツマイモ、ネギを作

付する予定でございます。譲受人の耕作面積は、申請地を含み109アール、堤地区での下限
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面積は50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（60歳）従

事日数365日、専業、母（84歳）従事日数（200日）、専業でございます。 

 農地法第３条第２項の各号に該当しないため、許可要件を全て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（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17号農地法第３条の規定による許可申請についてのうち、１番案件から３番案件

及び５番案件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。 

（「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17号農地法第３条の規定による許可申請について

のうち、４番案件を上程いたします。 

 農業委員会等に関する法律第31条の規定によりまして、４番石井委員の退席をお願いい

たします。 

 議事の都合上、暫時休憩します。 

午後２時13分休憩 

（本人案件のため石井政幸君退室） 

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

午後２時14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。 

 14番和田委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○14番（和田光男君） 議案第17号農地法第３条の規定による許可申請についてのうち、

４番案件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、譲受人は農地を一体利用する

ため、譲渡人は農地の一体利用に協力するためでございます。今後につきましては、ミニ
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トマトを作付する予定とのことです。譲受人の耕作面積は、申請地を含み59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３人、労働力につきましては、本人（67

歳）従事日数300日、専業、妻（65歳）従事日数350日、専業、子（34歳）従業員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17号農地法第３条の規定による許可申請についてのうち、４番案件を報告のとお

り許可することを決定するにご異議ございませんか。 

（「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15分休憩 

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

（石井政幸君入室） 

午後２時16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。 

○議長（髙橋昭弘君） 日程第３議案第18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。 

 13番常盤委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○13番（常盤良夫君） 議案第18号農地法第４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 

申請目的は貸し駐車場で、農地区分は第３種農地でございます。申請理由としましては、
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申請者は、近隣住民等より貸し駐車場を要望されており、要望者の住所から近い当該地を

選定したとのことです。施工につきましては、切土や盛土は行わず、転圧後、砂利敷きと

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18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） 

○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４議案第19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。 

 14番和田委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○14番（和田光男君） 議案第19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番案件及び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 

１番案件の申請目的は公共発生土中間処理施設の設置、２番案件は駐車場敷地でござい

ます。両案件ともに農地区分は第２種農地、権利関係は賃借権の設定でございます。１番

案件の申請理由としましては、譲受人は、当該地の近隣にて公共建設発生土中間処理事業

を行っていますが、敷地内にバイオマス発電所を設置するに当たり、本施設の移転先を探

していたところ、近隣であり、広い道路に面している本申請地を選定したものです。被害

防除措置といたしましては、敷地の外周は1.8メートルの工事用フェンスを設置します。雨

水処理につきましては、新設する雨水貯留施設から市道内の雨水管に接続し、排水量を調

整します。２番案件の申請理由としましては、１番案件の施設の設置に伴い、勤務する社

員の通勤用駐車場等として利用するものです。施工につきましては、砕石を敷き、雨水は
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自然浸透とします。 

 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） 事務局より、１番案件について補足させていただきます。 

 １番案件の申請目的は、公共発生土中間処理施設ということで、農地部分は1898平米で

すが、区域全体の面積としましては7422.63平米でございます。そのため、茅ヶ崎市の土地

利用基本条例に基づく大規模土地利用行為の届出が提出されております。また、他法令と

の調整といたしましては、神奈川県土砂の適正処理に関する条例に基づく許可申請が提出

されていることを確認しております。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19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番案件及び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４議案第19号農地法第５条の規定による許可申請について

のうち、３番案件を上程いたします。 

 13番常盤委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○13番（常盤良夫君） 議案第19号農地法第５条の規定による許可申請についてのうち、

３番案件を報告いたします。 

 ～議案について内容を説明 

申請目的は資材置場及び車両置場で、農地区分は第３種農地、権利関係は所有権の移転

でございます。申請理由としましては、譲受人は土木事業を営んでおり、山梨県の本社事

務所を拠点に、静岡、山梨、東京、神奈川の取引業者を主客として取引しているとのこと

でございます。相模原市上溝に土地を借りていましたが、地権者より立ち退きを求められ、

移転先を探していたところ、圏央道からもアクセスがよい湘南方面に移転先を求めること

が今後の業績にもプラスになるとのことで、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、県道からの進入路を新設してアスファルト舗装で仕上げます。申請
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地内は盛土し、間知積みで周囲を囲むことで土砂の流出を防ぎます。雨水処理につきまし

ては雨水貯留槽を設置し、市道内の既設の雨水本管に接続をします。 

 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） 事務局より、補足させていただきます。 

 ３番案件につきましても、2000平米以上の土地の区域での土砂の埋め立て、盛土等を行

うということで、神奈川県土砂の適正処理に関する条例の許可が必要となっております。

現在、協議中とのことでございます。また、事業区域内にある国有畦畔については、国の

財務局に売り払い申請を提出したことを確認しております。さらに、茅ヶ崎市道7432号に

隣接して進入路を設けるため、市道路管理課及び下水道河川管理課とも協議をお願いして

おります。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。 

（「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19号農地法第５条の規定

による許可申請についてのうち、３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４議案第19号農地法第５条の規定による許可申請について

のうち、４番案件を上程いたします。 

 13番常盤委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○13番（常盤良夫君） 議案第19号農地法第５条の規定による許可申請についてのうち、

４番案件を報告いたします。 

 ～議案について内容を説明 

申請目的は駐車場敷地です。申請理由は、譲受人は藤沢市を中心に生コンクリートの製

造、販売を行っている会社で、事業拡大に伴い設備の増設が必要となり、現在使用してい

る駐車場を移転させる必要が出てきたため、また、現在の営業所から近く、交通の利便性

の高い本申請地を選定したとのことです。農地区分は第２種農地、権利関係は賃借権の設
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定でございます。施工につきましては、敷地内は転圧後、砂利敷きとします。雨水処理に

つきまし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。 

○12番（平牧比佐雄君） 今、常盤さんのほうから発表があったんですけれども、地目が

発表と違うんじゃないか。田んぼになっているんだよね。今、発表では、畑で発表されて

いた。 

○局長補佐（高橋郷司君） 事務局より、お答えいたします。 

 議案書につきましては登記地目ということで記載させていただきまして、ただいま常盤

委員に発表していただいたところについては現況、畑ということで、ご説明をいただきま

した。 

○議長（髙橋昭弘君） 埋めた。 

○局長補佐（高橋郷司君） そうですね。登記地目で田んぼで残っていても、現況、畑で

あるところもございます。 

○議長（髙橋昭弘君） ほかにご意見、ご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（髙橋昭弘君） なしと認め、採決をいたします。議案第19号農地法第５条の規定

による許可申請についてのうち、４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５議案第20号田畑変更・農地改良（盛土・地下げ）届出に

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。 

 １番案件について、14番和田委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いし

ます。 

○14番（和田光男君） 議案第20号田畑変更・農地改良（盛土・地下げ）届出についての



9  

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 

届出の内容につきましては、農地の改良で、現在の高さより平均40センチの盛土を行い、

将来的にはナス、大根等を作付する予定とのことです。工事の期間は令和２年４月１日か

ら令和２年４月30日までとなっております。雨水対策につきましては、自然浸透とします。

被害防除につきましては、南東側にはコンクリート板及び単管パイプにより土どめを施工

します。それ以外については、既存ブロック塀、コンクリート塀により土どめします。 

 以上、よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（髙橋昭弘君） ありがとうございました。 

 続けて、２番案件及び３番案件について、13番常盤委員より、議案の説明及び現地調査

結果の報告をお願いします。 

○13番（常盤良夫君） 議案第20号田畑変更・農地改良（盛土・地下げ）届出についての

うち、２番案件、３番案件を一括してご報告します。 

 ～議案について内容を説明 

２番案件届出の内容につきましては、田畑変更で、現在の高さより平均80センチの盛土

を行い、将来的には大根等を作付する予定とのことです。工事の期間は、許可日から３カ

月となっております。雨水対策につきましては、自然浸透とします。被害防除につきまし

ては、西側、南側の法面を境界から1.5メートル後退したところから施工します。東側は盛

土をすることで高低差をなくします。 

 ～議案について内容を説明 

３番案件届出の内容につきましては、田畑変更で、現在の高さより平均65センチの盛土

を行い、将来的には大根、ジャガイモ等を作付する予定とのことです。工事の期間は、許

可日から３カ月となっております。雨水対策につきましては、自然浸透とします。被害防

除につきましては、西側、南側の法面を境界から0.5メートル後退したところから施工しま

す。北側はコンクリートブロックで土どめされており、東側についても、既存のコンクリ

ート塀により土どめします。 

 以上、２番案件及び３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（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。 
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○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20号田畑変更・農地改良

（盛土・地下げ）届出について、報告のとおり受理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21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、５番案件及び18番案件を除いた１番案件から20番案

件を一括して上程いたします。なお、質疑は５番案件及び18番案件を除いた１番案件から

20番案件を報告後、一括して行います。 

 ５番案件を除いた１番案件から９番案件までについて、14番和田委員より、議案の説明

及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○14番（和田光男君） 議案第21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、５番案件を除き１番案件から９番案件までを一括してご報告

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番案件利用権の存続期間は令和２年４月１日から令和５年３月31日までで、権利の種

類は使用貸借権の設定でございます。 

 ２番案件利用権の存続期間は令和２年４月１日から令和５年３月31日までで、権利の種

類は使用貸借権の設定でございます。 

 ３番案件利用権の存続期間は令和２年４月１日から令和５年３月31日までで、権利の種

類は貸借権の設定でございます。 

 ４番案件利用権の存続期間は令和２年４月１日から令和３年３月31日までで、権利の種

類は貸借権の設定でございます。 

 ６番案件利用権の存続期間は令和２年４月１日から令和５年３月31日までで、権利の種

類は貸借権の設定でございます。 

 ７番案件利用権の存続期間は令和２年４月１日から令和５年３月31日までで、権利の種
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類は貸借権の設定でございます。 

 ８番案件利用権の存続期間は令和２年４月１日から令和５年３月31日までで、権利の種

類は貸借権の設定でございます。 

 ９番案件利用権の存続期間は令和２年４月１日から令和５年３月31日までで、権利の種

類は貸借権の設定でございます。 

 以上、５番案件を除いた１番案件から９番案件までについて、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。 

 続けて、18番案件を除いた10番案件から20番案件について、13番常盤委員より、議案の

説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○13番（常盤良夫君） 議案第21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、18番案件を除き10番案件から20番案件までを一括してご報告

いたします。 

 10番案件利用権の存続期間は令和２年４月１日から令和５年３月31日までで、権利の種

類は使用貸借権の設定でございます。 

 11番案件利用権の存続期間は令和２年４月１日から令和３年３月31日までで、権利の種

類は使用貸借権の設定でございます。 

 12番案件利用権の存続期間は令和２年４月１日から令和５年３月31日までで、権利の種

類は貸借権の設定でございます。 

 13番案件利用権の存続期間は令和２年４月１日から令和３年３月31日までで、権利の種

類は貸借権の設定でございます。 

 14番案件利用権の存続期間は令和２年４月１日から令和５年３月31日までとそれ以外の

４筆は令和２年４月１日から令和３年３月31日までで、権利の種類は貸借権の設定でござ

います。 

 15番案件利用権の存続期間は令和２年４月１日から令和５年３月31日までとそれ以外の

４筆は、令和２年４月１日から令和３年３月31日までで、権利の種類は貸借権の設定でご

ざいます。 

 16番案件利用権の存続期間は令和２年４月１日から令和５年３月31日までで、権利の種

類は貸借権の設定でございます。 

 17番案件利用権の存続期間は令和２年４月１日から令和７年３月31日までで、権利の種
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類は貸借権の設定でございます。 

 19番案件利用権の存続期間は令和２年４月１日から令和５年３月31日までで、権利の種

類は使用貸借権の設定でございます。 

 20番案件利用権の存続期間は令和２年４月１日から令和４年３月31日までで、権利の種

類は貸借権の設定でございます。 

 以上、18番案件を除き10番案件から20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） 事務局より、補足させていただきます。 

 13番案件から16番案件の借り手につきましては、新規就農者営農計画面談会を経て茅ヶ

崎市に参入を予定している新規就農者でございます。昨日の小出地区部会にお越しいただ

きまして、自己紹介していただきました。地元に溶け込むべく、ご家族で茅ヶ崎に引っ越

してきて、今後頑張っていきたいということでございます。以上です。 

○議長（髙橋昭弘君） 年齢のことを言っちゃいけないの。 

○局長補佐（高橋郷司君） 年齢は42歳になります。 

○議長（髙橋昭弘君） 若い人ですね。 

○局長補佐（高橋郷司君） そうですね。 

○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21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、５番案件及び18番案件を除

いた１番案件から20番案件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） 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） 次に、議案第21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、５番案件及び18番案件を上程いたします。 

 なお、５番案件については平牧委員の審査案件となり、18番案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
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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、４番石井委員

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56分休憩 

（本人案件のため平牧比佐雄君、髙橋昭弘君退室） 

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

午後２時57分再開 

○議長（石井政幸君） 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６議案第21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、５番案件及び18番案件を一括して上程いたします。なお、質疑は５番案件

及び18番案件を報告後、一括して行います。 

 ５番案件について、14番和田委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いし

ます。 

○14番（和田光男君） 議案第21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、５番案件をご報告いたします。 

 利用権を設定する農地の存続期間は令和２年４月１日から令和５年３月31日までで、権

利の種類は貸借権の設定でございます。 

 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（石井政幸君） ありがとうございました。 

 18番案件について、13番常盤委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いし

ます。 

○13番（常盤良夫君） 議案第21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、18番案件をご報告いたします。 

 18番案件の利用権を設定する農地の存続期間は令和２年４月１日から令和５年３月31日

までで、権利の種類は使用貸借権の設定でございます。 

 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 
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○議長（石井政幸君） 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（石井政幸君） 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（石井政幸君） なしと認め、採決をいたします。議案第21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、５番案件及び18番案件につ

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（石井政幸君） 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３時01分休憩 

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

（平牧比佐雄君、髙橋昭弘君入室） 

午後３時02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。 

○議長（髙橋昭弘君） 日程第７議案第22号農地中間管理事業の推進に関する法律第19条

第３項による賃借権の設定について、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。 

 13番常盤委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○13番（常盤良夫君） 議案第22号農地中間管理事業の推進に関する法律第19条第３項に

よる賃借権の設定について、１番案件及び２番案件を一括して報告いたします。 

 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になっております。 

 １番案件権利の存続期間は令和２年６月１日から令和５年３月31日までで、権利の種類

は貸借権でございます。 

 ２番案件権利の存続期間は令和２年６月１日から令和７年３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22号農地中間管理事業の

推進に関する法律第19条第３項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（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８議案第23号特定農地貸付承認申請についてを上程いたし

ます。 

 14番和田委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○14番（和田光男君） 議案第23号特定農地貸付承認申請について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。 

 令和２年３月17日に、担当委員２名、事務局１名で現地調査をいたしました。 

 申請地１区画の面積は50平米で、計９区画、貸付に係る賃料は１区画１平米当たり240

円で、貸付期間は１年間でございます。 

 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） 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23号特定農地貸付承認申

請について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） 
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○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24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。 

 14番和田委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○14番（和田光男君） 議案第24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。 

 本案は計19筆、6750平米について相続税の納税猶予を受けたいというものでございます。 

 ～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、耕耘機、その他一式でございます。労

働力につきましては、本人（63歳）従事日数180日、兼業、妻（56歳）従事日数180日、兼

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24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（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議案第25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。 

 14番和田委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○14番（和田光男君） 議案第25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５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
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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３月13日、担当委員２名、事務局１名で現地調査をいたしました。

特例農地１筆の耕作状況をご報告いたします。畑912平米のうち900平米につきましては、

レタス、タマネギ、キャベツが作付されているほか、準備中でした。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（75歳）従事日数300日、

専業、妻（72歳）従事日数300日、専業、子（43歳）従事日数20日、兼業でございます。 

 ２番案件は令和２年３月17日、担当委員２名、事務局１名で現地調査をいたしました。

特例農地３筆の耕作状況をご報告いたします。畑合計967平米につきましては、コマツナが

作付されているほか、準備中でした。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（63歳）従事日数250日、専業、妻（63歳）従事日数50

日、兼業でございます。 

 ３番案件は令和２年３月18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２筆の耕作状況をご報告いたします。畑67平米のうち26.25平米につきましては、

ワケギが作付されていました。畑、1029平米のうち514.66平米につきましては、ゴボウ、

ニンジン、ネギが作付されているほか、準備中でした。農機具の保有状況は、トラクター、

耕耘機、バインダー、その他一式でございます。労働力は、本人（66歳）従事日数250日、

兼業、妻（62歳）従事日数300日、専業、母（90歳）従事日数100日、専業でございます。 

 ４番案件は令和２年３月18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１筆の耕作状況をご報告いたします。畑742平米のうち417.37平米につきまして

は、ワケギ、大根、ラッキョウが作付されているほか、準備中でした。農機具の保有状況

は、耕耘機、草刈機、その他一式でございます。労働力は、本人（70歳）従事日数350日、

専業、妻（70歳）従事日数200日、専業でございます。 

 ５番案件は令和２年３月18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１筆の耕作状況をご報告いたします。畑800平米のうち400平米につきましては、

ビワ、梅、栗が肥培管理されていました。農機具の保有状況は、カルチベータ、刈払機、

その他一式でございます。労働力は、本人（52歳）従事日数200日、兼業、夫（58歳）従事

日数200日、兼業でございます。 

 以上、１番案件から５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（髙橋昭弘君） ありがとうございました。 
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 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25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11議案第26号相続税の納税猶予に係る現地調査結果につい

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。 

 １番案件及び２番案件について、14番和田委員より、議案の説明及び現地調査結果の報

告をお願いします。 

○14番（和田光男君） 議案第26号相続税の納税猶予に係る現地調査結果についてのうち、

１番案件及び２番案件を一括してご報告いたします。 

 本案は、相続税の納税猶予を受けている者の申告期限からの営農期間が20年を迎える年

に、納税猶予の特例を受けている農地等の確認を農業委員会が行い、利用状況を税務署に

回答するものでございます。 

 １番案件は令和２年３月17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。畑、558平米につきましては準備中でした。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（79歳）

従事日数330日、専業、妻（75歳）従事日数60日、専業、子の妻（48歳）従事日数150日、

専業でございます。 

 ２番案件は令和２年３月18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。畑、840平米につきましては、タマネギが作付さ

れているほか、準備中でした。田、1089平米につきましては準備中でした。農機具の保有

状況は、トラクター、田植機、耕耘機、その他一式でございます。労働力は、本人（70歳）

従事日数200日、兼業、妻（70歳）従事日数100日、兼業、子（45歳）従事日数100日、兼業
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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。 

○議長（髙橋昭弘君） ありがとうございました。 

 続けて、３番案件について、13番常盤委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告を

お願いします。 

○13番（常盤良夫君） 議案第26号相続税の納税猶予に係る現地調査結果についてのうち、

３番案件をご報告いたします。 

 令和２年３月17日、担当委員２名、事務局１名で現地調査をいたしました。特例農地の

耕作状況をご報告いたします。畑、472平米につきましては、柿が肥培管理されていました。

畑、3443平米につきましては、ブドウ、柿が肥培管理されているほか、サツマイモ、ジャ

ガイモ、カボチャが作付されていました。畑、441.90平米につきましては、サツマイモ、

カボチャが作付されていました。農機具の保有状況は、トラクター、ハンマーナイフ、そ

の他一式でございます。労働力は、本人（68歳）従事日数200日、専業、妻（64歳）従事日

数200日、専業でございます。 

 以上、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（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26号相続税の納税猶予に

係る現地調査結果について、報告のとおり税務署に回答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12議案第27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。 

 14番和田委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 
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○14番（和田光男君） 議案第27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

についてをご報告いたします。 

～議案について内容を説明 

 令和２年３月17日に、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。買取

り申出地は、耕作状況につきましては、３筆ともに一体として耕作されており、準備中で

した。 

 今後、申出者が耕作していくことが難しいため、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27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（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13報告第３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７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17ページ１番案件及び２番案件で、転用目的は住宅敷地でご

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
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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７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14報告第８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いたします。 

○局長補佐（高橋郷司君） 報告第８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18ページ１番案件から19ページ11番案件で、転用目的は住宅

敷地、駐車場敷地、ごみ置場及び道路敷地でございます。権利関係は使用借権の設定及び

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８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（髙橋昭弘君） 日程第15報告第９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９号利用権の合意解約についてをご報告いたします。 

 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は、いずれも現況、畑、合計895平米でございます。利用権の種類

は賃貸借権でございました。期間は平成30年11月１日から令和３年３月31日まででしたが、

借り手の都合により、本年１月31日に解約に同意したものでございます。 
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 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９号利用権の合意解約の報告

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３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３時30分閉会 
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 ここに会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するため署名する。 
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