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午後２時00分開会 

○議長（髙橋昭弘君） それでは、ただいまより令和２年第６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、12番平牧比佐雄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。６番野中清委員、８番吉田恵子委員、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38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。 

 ５番原田委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○５番（原田勝幸君） 議案第38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。 

 ～議案について内容を説明 

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、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103アールで、

萩園地区の下限面積は30アールです。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、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38号農地法第３条の規定

による許可申請について、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。 
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（「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39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（齋藤和子雄君） 議案第39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 

申請地の目的は駐車場敷地、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は、譲受人は、萩園において自宅兼事務所及び駐車場を

確保し事業を行ってきましたが、土地区画整理事業に伴って立ち退くことになり、駐車場

敷地を探しておりました。営業範囲は茅ヶ崎、藤沢、寒川としており、その中心である本

申請地が移動に適しており、かつ、形状も駐車場敷地として便利であるということから、

本申請地を選定したとのことです。施工につきましては、90センチの盛土を行い、転圧の

上、砂利敷きとします。道路面以外の周囲はコンクリートの擁壁を施工し、被害防除措置

を講じます。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） 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39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２議案第39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。 

 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。 
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○10番（齋藤和子雄君） 議案第39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。 

～議案について内容を説明 

 申請地の使用目的は資材置場、農地の区分は第２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、不動産業及び土木工事業全般を扱っており、

今後も茅ヶ崎市及び神奈川県東部地区で本格的な事業展開を見込めることから、幹線道路

に近く新湘南バイパス、圏央道などにアクセスのよい本申請地を選定したとのことござい

ます。施工計画につきましては、北側に設置予定の進入路及び西側法面部分におけるおお

むね１メートル以内の切盛土以外は砕石を敷き、整地、転圧をいたします。被害防除措置

といたしましては、東側及び南側農地との境界沿いにはコンクリートブロック２段積みを

施し、土砂の流出を防ぎます。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39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39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。 

 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（齋藤和子雄君） 議案第39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。 

～議案について内容を説明 

 申請地の使用目的は資材置場、農地の区分は第２種農地、権利関係は所有権の移転でご

ざいます。譲受人は不動産業や土木工事業などを営んでおり、工事受注内容も多岐にわた
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ります。工事に必要な砂、砕石、コンクリートブロックなどの需要も多く、資材の種類、

関連道具ごとに分別確保する必要性から、転用を希望するものでございます。幹線道路に

近く、新湘南バイパス、圏央道などに近い本申請地を選定したとのことです。施工計画に

つきましては、道路側以外の敷地境界にコンクリートブロック２段積みとし、土砂流出を

防ぎます。敷地内は砂利敷きとし、雨水につきましては敷地内の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39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３議案第40号非農地証明願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40号非農地証明願についてご報告いたします。 

 ～議案について内容を説明 

申請理由としましては、当該地は、宗教法人来迎寺の境内地となっており、高木が植栽

され、一部は建物敷地となっています。所有者は、昭和63年から平成30年まで来迎寺の代

表役員を務めており、平成７年に当該地を相続していますが、相続以前より農地として利

用されることなく現在に至っております。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。 

 当該地の現況は境内地となっており、農地に復元することが困難であること、境内地と

なって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に掲げる項目の境内地に該当し、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。 

 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40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４議案第41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41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ご報告をいたします。 

 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。 

 ～議案について内容を説明 

利用権の存続期間は令和２年７月１日から令和４年３月31日までで、権利の種類は賃借

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。 

○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） 借り手につきましては、昨年度参入した新規就農者であり、

今回拡大をしたいということで利用権設定があったものでございます。以上です。 

○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41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を報告のとおり決定することにご異

議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（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42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。 

 ５番原田委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○５番（原田勝幸君） 議案第42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番案件については令和２年６月17日、担当委員１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。 

～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、その他一式でございます。労働力は、本人（80歳）

従事日数300日、専業、妻（75歳）従事日数300日、専業、長男（49歳）従事日数150日、兼

業でございます。 

 ２番案件については、令和２年６月17日、担当委員１名、事務局１名で現地調査をいた

しました。 

～議案について内容を説明 

農機具の保有状況は、軽トラ、トラクター、管理機、草刈機、耕運機、その他一式でご

ざいます。労働力は、本人（85歳）従事日数100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。 

○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） 
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○議長（髙橋昭弘君） なしと認め、採決をいたします。議案第42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６議案第43号茅ヶ崎市農地利用最適化推進委員の選考につ

いてを上程いたします。 

 農業委員会等に関する法律第31条の規定によりまして、１番高橋委員及び２番市川委員

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18分休憩 

（本人案件のため高橋宗一君、市川達夫君退室） 

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

午後２時19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。 

 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43号茅ヶ崎市農地利用最適化推進委員の選考について

をご説明申し上げます。 

 農業委員会等に関する法律第19条第１項において、農業委員会が推進委員を委嘱しよう

とするときは、農業委員会が定めた区域を単位として農業者等に対して候補者の推薦を求

めるとともに、推進委員になろうとする者の募集をしなければならないこととされていま

す。 

 本年２月19日から３月19日に、さきの令和元年第６回農業委員会総会時に議決していた

だきました５つの区域について募集を行いました。その結果、定数５名に対して、団体推

薦２名、自薦３名の応募がございました。定数と同数の申込みであったため、茅ヶ崎市農

地利用最適化推進委員選考委員会は開催せず、申込者全員を選考しております。 

 議案書のとおり、区域１の市川達夫氏、区域２の生川仁氏、区域３の高橋宗一氏、区域

４の永野晃氏、区域５の平牧直樹氏、以上５名を推進委員として決定する承認を得たく、

提案いたしたものでございます。５名の方々は、農業委員、推進委員経験者であり、その

豊富な経験と知識は、それぞれ農地利用最適化推進委員として適任であると考えるところ
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でございます。 

 なお、決定については現農業委員会で行い、委嘱については７月20日以降に新体制に移

行した農業委員会が行うこととなっております。 

 説明は以上となります。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） 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43号茅ヶ崎市農地利用最

適化推進委員の選考については、事務局の説明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（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23分休憩 

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

（高橋宗一君、市川達夫君入室） 

午後２時24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報告第14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14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７ページ１番案件から８ページ８番案件で、転用目的は住宅

敷地、グループホーム建築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。 

○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） 
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○議長（髙橋昭弘君） ご質問はないようでございますので、報告第14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15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15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11番案件で、転用目的は住宅

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15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６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28分閉会 



10  

 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。 

 

     議 長 

 

     委 員 

 

     委 員 

 


