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午後２時00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５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13名のうち、12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。４番石井政幸委員、５番原田勝幸委員、

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32号農地法第５条の規定による許可申請について

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32号農地法第５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 

申請目的は貸ボート置場、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。申請理由といたしましては、譲受人は、現在、相模川の東側に所有している土地を貸

ボート置場として賃貸していますが、国土交通省の堤防整備計画に伴い代替地を探すよう

指示があったこと、また、河川氾濫時におけるボート退避スペース確保の指示があったこ

とから、付近での置き場が必要とのことでございます。 

 施工につきましては、敷地全体を整地し、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32号農地法第５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33号非農地証明願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33号非農地証明願についてのご報告をいたします。 

 ～議案について内容を説明 

申請理由としましては、当該地は昭和60年頃から平成30年４月頃まで茅ヶ崎レンタル株

式会社が重機置場として賃貸しており、契約期限終了後、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ございます。 

 当該地の現況は砂利敷きになっており、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に掲げる項目の資材置場、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、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、昨年12月の総会においてご審議いただ

き、承認をしていただきまして、非農地証明書を交付しておりましたが、紛失してしまっ

たということで、今回、再申請があったものでございます。 

 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33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） 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34号相続税の納税猶予に関する適格者証明願につ
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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。 

 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34号相続税の納税猶予に関する適格者証明願について、１

番案件から３番案件をご報告いたします。 

 １番案件は、相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されたものでございます。

令和２年５月19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。計5979.54

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。 

 ～現地調査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、バインダー、その他一式でござ

います。労働力につきましては、本人（54歳）従事日数300日、専業、母（79歳）従事日数

300日、専業でございます。 

 ２番案件は、相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されたものでございます。

令和２年５月18日、担当委員１名、事務局１名で現地調査をしてまいりました。計7,962

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。 

 ～現地調査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、コンバイン、田植機、その他一式でござ

います。労働力につきましては、本人（65歳）従事日数350日、専業、妻（64歳）従事日数

350日、専業でございます。 

 ３番案件は、相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されたものでございます。

令和２年５月18日、担当委員１名、事務局１名で現地調査をしてまいりました。畑、2830

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。 

 耕作状況につきましては、枝豆、カブ、ショウガなどが作付されているほか準備中でし

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（58歳）従事日数300日、専業、妻（57歳）従事日数300日、

専業でございます。 

 以上、１番案件から３番案件について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。 



4  

○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34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） 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35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。 

○14番（和田光男君） 議案第35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。 

 本案件は、生前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５月19日、担当委員１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、畑、558平米でございます。当該地は、タマネギ、ニンジンが作付されているほ

か、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35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） 
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○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５議案第36号令和元年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価についてを上程いたします。 

 事務局より説明をお願いします。 

○局長補佐（高橋郷司君） 議案第36号令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点

検・評価についてをご説明いたします。 

 本件は、国の通知に基づき、昨年に策定した本市農業委員会の令和元年度の目標及びそ

の達成に向けた活動計画が昨年度末にどれだけ達成できたかを点検・評価することとなっ

ているため、提案するものでございます。 

 平成29年度に策定した農地等の利用の最適化の推進に関する指針が令和５年度までを目

標としているのに対し、本件は単年度の目標や活動計画となっております。別紙様式に基

づきまして、ご説明をさせていただきます。 

 １ページをご覧ください。Ⅰの農業委員会の状況についてのうち、１、農業の概要につ

いては、農地面積や農家数など農林業センサス等各種統計などに基づき、数値を記載して

ございます。２の農業委員会の体制につきましては、昨年同様、現在の体制についてを記

載しております。 

 ２ページをご覧ください。Ⅱ担い手への農地の利用集積・集約化については、農業水産

課と連携を図ることで、昨年度は集積率19.08％となっております。集積目標が67ヘクター

ルだったのに対し、実績は66.8ヘクタールであり、達成状況としては99％となっておりま

す。引き続き、農業水産課と連携しまして、認定農業者や新規就農者などの担い手の方へ

の利用集積が必要ということで、評価をさせていただいております。 

 次に、３ページ、Ⅲ新たに農業経営を営もうとする者の参入促進でございます。こちら

につきましても農業水産課と連携を図ることで計画どおり活動できております。参入目標

２経営体に対して参入実績は２経営体で、参入面積は、目標が0.4ヘクタールに対して実績

が0.5ヘクタールであり、目標を達成することができました。引き続き、新規参入した方に

対する支援の継続が重要ということを評価とさせていただいております。 

 次に、４ページに移っていただきまして、Ⅳ遊休農地に関する措置に関する評価につき

ましては、管内の遊休農地の面積や目標、活動実績などについて評価をしております。委

員の皆様に農地の利用状況調査に取り組んでいただきました結果でございますが、昨年度

は遊休農地が増加しております。意向調査においても、借りたい、買いたい方よりも貸し
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たい、売りたい方のほうが圧倒的に多いため、法人を含め新規参入の方へのあっせんをよ

り一層強めていく必要があります。 

 ５ページ、Ⅴ違反転用への適正な対応につきましては、長期経過してしまった違反地の

関係者等に対し、定期的に是正指導を行ってまいりました結果、１件については、先月の

総会でご審議いただいたとおり、是正に向けて動き出しているところでございます。 

 次に、６ページから７ページ、Ⅵ農地法等によりその権限に属された事務に関する点検

については、１で農地法第３条に基づく許可事務、２で農地転用に関する事務について、

それぞれ事実関係の確認や総会等での審議、審議結果等の公表、処理期間などについて点

検をしております。７ページ、３の農地所有適格法人からの報告への対応、４の情報の提

供等については記載のとおりでございます。 

 最後に、８ページ、Ⅷ事務の実施状況の公表等ですが、１、総会等の議事録の公表は、

総会での審議過程の透明性を図ることなどを目的として、議事録の作成、公表がされてい

るかということを点検しております。また、こちらの点検・評価につきましても、今回ご

承認をいただけましたら、３の活動計画の点検・評価の公表にありますように、正式に当

委員会の令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価としてホームページに

て公表し、７月末までに国に報告する予定でございます。 

 以上よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○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36号令和元年度の目標及

びその達成に向けた活動の点検・評価について、公表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37号令和２年度の目標及びその達成に向けた活動

計画についてを上程いたします。 

 事務局より説明をお願いします。 

○局長補佐（高橋郷司君） 議案第37号令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画

についてをご説明いたします。 
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 １ページのⅠ農業委員会の状況につきましては、先ほどの令和元年度の点検・評価と同

様でございます。 

 ２ページ以降、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳについては、担い手への農地の利用集積・集約化、新規参入

者数及び面積、遊休農地解消面積など、令和２年度の本市農業委員会の農地利用の最適化

について項目ごとに課題や活動計画及び目標を記載したものでございます。 

 最後のⅤについては、違反転用への取組についての課題や活動計画を記載しております。

長期経過してしまった違反１件が解消に向けて動き出しましたので、是正工事着手後も定

期的に現場にて進捗状況を確認してまいります。今年度も引き続き、農業水産課と連携し

て遊休農地の解消を図り、認定農業者や新規就農者などの担い手の方への利用集積を進め

ていく必要があります。 

 この活動計画についてご承認いただけましたら、正式に当委員会の活動計画としてホー

ムページで公表し、７月末までに国に報告する予定でございます。 

 以上よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○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） ご意見なしと認め、採決をいたします。議案第37号令和２年度の

目標及びその達成に向けた活動計画について、公表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７報告第12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12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５番案件で、転用目的は住宅敷地、店

舗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
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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ございますので、報告第12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８報告第13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13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12ページ14番案件で、転用目的は住宅

敷地、宅地造成、ごみ置場及び駐車場敷地でございます。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（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。ご質問がございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（髙橋昭弘君） ご質問がないようでございますので、報告第13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５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30分閉会 
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