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午後２時05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４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、10番齋藤和子委員から欠席届が提出されておりま

す。よって、当総会は、委員数13名のうち、11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。２番市川達夫委員、３番阿部富美委員、

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28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、13番常盤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06分休憩 

（本人案件のため常盤良夫君退室） 

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

午後２時07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。 

 ６番野中委員より、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（野中 清君） 議案第28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、ホウレンソウ、ミョウ

ガを作付する予定です。譲受人の耕作面積は230アールで、芹沢地区の下限面積は50アール

です。世帯人数は２人、労働力につきましては、本人（79歳）従事日数350日、専業、妻（78

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。 
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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） 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28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09分休憩 

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

（常盤良夫君入室） 

午後２時10分再開 

○議長（髙橋昭弘君） 休憩前に引き続きまして、会議を開きます。 

 日程第１議案第28号農地法第３条の規定による許可申請についてのうち、２番案件及び

３番案件を一括して上程いたします。なお、質疑は２番案件及び３番案件を報告後、一括

して行います。 

 ２番案件及び３番案件について、６番野中委員より、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（野中 清君） 議案第28号農地法第３条の規定による許可申請についてのうち、

２番案件及び３番案件を一括してご報告いたします。 

 ２番案件の申請地の権利の種類は賃借権の設定です。申請理由としましては、譲受人は

社会福祉事業において農作業を展開するため、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、ジャガイモ、タマネギ、ピーマン、レタス、大根を作付する予定と

のことです。労働力につきましては、法人職員２名、施設利用者３名の計５名です。譲受

人の耕作面積は、申請地を含み29アールで、芹沢地区の下限面積50アールに届きませんが、
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農地法施行令第２条第１項第１号ハの規定により、例外的に許可できるものです。 

 次に、３番案件申請地の権利の種類は所有権の移転です。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す。今後につきましては、ジャ

ガイモ、キュウリなどを作付する予定です。譲受人の耕作面積は87アールで、芹沢地区の

下限面積は50アールです。世帯人数は２人、労働力につきましては、本人（75歳）従事日

数300日、専業、妻（70歳）従事日数250日、専業、臨時雇用４人でございます。 

 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、２番案件及び３番案件につきまして、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、２番案件について補足させていただきます。 

 譲受人は、藤沢市においても農地を取得しております。農地法第３条では、不許可の例

外として、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で、当該目的に係る業務

の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合は農地を所有することができると規定

しています。本件は、この規定を適用するものでございます。 

 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、ご質問がございま

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28号農地法第３条の規定

による許可申請についてのうち、２番案件及び３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29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。 

 12番平牧委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○12番（平牧比佐雄君） 議案第29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。 

 申請地の目的は農地造成で、農地の区分は農用地区域内農地、権利関係は使用貸借権の
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設定でございます。申請理由としましては、当該地においては長期にわたり土砂等が積ま

れ、農地法違反状態となっていますが、今回、隣接地権者の協力を得て農地法違反を是正

するため、申請があったものです。 

 施工計画につきましては、違反地内において、切土し、耕作に適さない不純物を摘出後、

土質改良を行いつつ、隣接する南北の田んぼに盛土することで、申請地内の盛土高をおお

むね１メートルに合わせて、一体として畑に改良するものでございます。なお、申請地南

側の道路は拡幅が予定されており、拡幅部分については市道路管理者と協議の上、盛土高

は現況の道路の高さに合わせて施工するとのことです。被害防除措置といたしましては、

北側農地及び東側に対しては、法面の安定勾配を保ち、かつ土留めを設置し、土砂の流出

を防ぎます。また、南西に隣接する農地とは盛土高を合わせ、西側および南側道路予定地

との境界に対しては土留めを設置し、土砂の流出を防ぎます。雨水処理につきましては、

水はけのよい改良土とするため、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（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） 本件につきましては、農地法違反状態が長期にわたり続いて

おり、関係者に対して継続して是正指導を行ってまいりました。その結果、県本庁農地課

と調整の上、違反解消に向け是正計画書を提出させるとともに、違反是正のため、本申請

の提出がなされたものでございます。庁内関係各課に意見照会をしており、本計画が農業

振興地域整備計画の達成に支障ないことについても確認をしております。 

申請面積が 3000 平米を超えるため、本日ご審議いただいた後、５月 20 日に開催される

農業委員会ネットワーク機構 常設審議委員会へ諮問することとなります。その答申を受け、

県知事に対して意見書を進達する予定でございます。 

 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、ご質問がございますか。 

（「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29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） 
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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。 

 日程第２議案第29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。 

 12番平牧委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○12番（平牧比佐雄君） 議案第29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。 

 申請地の目的は資材置場、農地の区分は第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、共に建設業を営んでおり、隣接地で宅地開発を

行う等、湘南地区で仕事が増え、事業を展開するに当たり資材を保管する必要が出てきた

ため本申請地を選定したとのことです。施工につきましては、進入路は砕石を敷き、それ

以外については整地、転圧します。雨水処理につきましては雨水浸透桝を設置します。 

 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29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。 

 日程第２議案第29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。 

 12番平牧委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○12番（平牧比佐雄君） 議案第29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番案件をご報告いたします。 

 申請地の目的は駐車場敷地で、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。申請理由としましては、譲受人は、主に土木工事業を営んでおりますが、現在

使用している駐車場が新規事業の展開により使用できなくなるため新しく駐車場が必要と
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なり、適地を探しておりましたところ、面積的にも十分であることから本申請地を選定し

たものです。施工につきましては、砕石を敷き、その上を浸透アスファルト舗装するとの

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） 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29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。 

 日程第２議案第29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。 

 ６番野中委員より、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（野中 清君） 議案第29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番案件をご報告いたします。 

 本案件の申請目的は自己住宅、農地の区分は第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、譲受人は現在、賃貸住宅に住んでいますが、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、隣接農地への影響が少ない

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設置して浸透枡に接続します。

雨水につきましては宅地内浸透枡にて処理します。 

 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。 
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○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、ご質問がございま

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29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。 

 日程第３議案第30号非農地証明願についてを上程いたします。 

 ６番野中委員より、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（野中 清君） 議案第30号非農地証明願についてご報告いたします。 

 申請理由としましては、当該地は10年以上前から資材置場となっており、農地として利

用されることなく現在に至っています。今回、現況と登記地目を合わせるため申請された

ものです。 

 令和２年４月21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

の現況は資材置場になっており、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、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、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○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、ご質問がございま

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30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。 
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○議長（髙橋昭弘君） 日程第４議案第31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、12番平牧委員より、議案の説明及び現地調査結果の報

告をお願いします。 

○12番（平牧比佐雄君） 議案第31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番案件までの報告をいたします。 

 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番案件については令和２年４月16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筆の耕作状況は、ネギ、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、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（85歳）従事日数60日、専業、妻（83歳）従事日数300日、専業、長男（56

歳）従事日数300日、専業、長男の妻（53歳）従事日数100日、兼業でございます。 

 ２番案件については令和２年４月16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８筆の耕作状況は、柿、梅が肥培管理されておりました。一体として耕

作されており、柿、クルミ、アンズ、ブルーベリー等が肥培管理されていました。その他

は準備中でした。農機具の保有状況は、トラクター、耕運機、田植機、その他一式でござ

います。労働力は、本人（69歳）従事日数250日、専業、妻（66歳）従事日数50日、専業、

長男（40歳）従事日数150日、兼業でございます。 

 ３番案件については令和２年４月16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筆の耕作状況は、ハウスにてトマトが作付されておりました。農機具

の保有状況は、トラクター、コンバイン、その他一式でございます。労働力につきまして

は、本人（78歳）従事日数300日、専業、長男（51歳）従事日数300日、専業でございます。 

 ４番案件については令和２年４月22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筆の耕作状況は、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、軽トラ、トラクター、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、妻（61歳）従事日数150日、兼業でございます。 

 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



9  

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。 

 ５番案件について、６番野中委員より、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（野中 清君） 議案第31号引き続き農業経営を行っている旨の証明願について、

５番案件をご報告いたします。 

 本案件については令和２年４月14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20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 

農機具の保有状況につきましては、軽トラ、トラクター、その他一式です。労働力につき

ましては、本人（68歳）従事日数280日、専業、妻（64歳）従事日数200日、専業、長男（35

歳）従事日数300日、専業でございます。 

 以上、農業経営が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） それでは、これより質疑に入ります。ご意見、ご質問はございま

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31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５報告第10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10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。 
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 茅ヶ崎・松林・鶴嶺地区は８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

たします。ご質問はございますか。 

（「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10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６報告第11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11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９ページ１番案件から10ページ14番案件で、転用目的は住宅

敷地、通路敷地、駐車場敷地、資材置場及び道路敷地でございます。権利関係は所有権の

移転、地役権の設定及び使用貸借権の設定でございます。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11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４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。 
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午後２時48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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