
 

 

 

 

令和２年  

 

茅ヶ崎市農業委員会総会議事録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年８月27日（木） 

  



  

 

令和２年第９回茅ヶ崎市農業委員会総会議事録 

 

令和２年８月27日（木）午後２時00分 

茅ヶ崎市役所分庁舎５階 特別会議室 

 

 

  ○ 議事日程 

 

  第１ 議案第53号 農地法第３条の規定による許可申請について 

  第２ 議案第54号 農地法第５条の規定による許可申請について 

  第３ 議案第55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 

  第４ 議案第56号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

  第５ 議案第57号 引き続き農業経営を行っている旨の証明願について 

  第６ 議案第58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 

  第７ 報告第19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 

  第８ 報告第20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 



  

  出席委員 

 

      １番 鈴木 邦夫 君        ８番 廣瀬 正実 君 

      ２番 原田 勝幸 君        ９番 三橋 清高 君 

      ３番 高橋 久雄 君        10番 野崎 雅博 君 

      ４番 石射 祥光 君        11番 阿部 富美 君 

      ５番 村越 重芳 君        12番 齋藤 和子 君 

      ６番 遠藤 信行 君        13番 吉田 恵子 君 

      ７番 小澤  昇 君        14番 石腰 明美 君 

 

  欠席委員 

      12番 齋藤 和子 君 

 

 

  事務局職員出席者 

 

      事務局長 松井 修君        局長補佐 高橋郷司君 

 

 

  速記員出席者 

      ㈱澤速記事務所 速記士 阿部幸代 

 



1  

午後２時00分開会 

○議長（原田勝幸君） 本日は、酷暑の中お集まりいただき、誠にありがとうございます。

今回、会長を仰せつかりました原田勝幸です。よろしくお願いします。 

 それでは、ただいまより令和２年第９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番齋藤和子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。１番鈴木邦夫委員、３番髙橋久雄委員、

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（原田勝幸君） 日程第１議案第53号農地法第３条の規定による許可申請について、

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。 

 １番鈴木委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○１番（鈴木邦夫君） 議案第53号農地法第３条の規定による許可申請について、１番及

び２番案件をご報告いたします。 

 ～１番案件の議案について内容を説明 

権利の種類は所有権移転でございます。申請理由としましては、農作業の効率を高める

ため、双方で農地を交換するものでございます。今後につきましては、キャベツ、キュウ

リ、ナスを作付する予定とのことでございます。譲受人の現在の耕作面積は申請地を含め

て103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（54歳）従事日数300日、妻（52歳）従事日数300日でございます。農

機具の保有状況につきましては、トラクター、耕運機、田植機、コンバイン、その他一式

でございます。 

 ～２番案件の議案について内容を説明 

権利の種類は所有権移転でございます。申請理由としましては、農作業の効率を高める

ため、双方で農地を交換するものでございます。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ございます。譲受人の現在の耕作面積は取得分を含めて

69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（65歳）従事日数300日、妻（48歳）従事日数280日でございます。農機
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具の保有状況につきましては、トラクター、耕運機、その他一式でございます。 

 両案件とも、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（原田勝幸君） 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（原田勝幸君） では、これより質疑に入ります。ご意見、ご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） なしと認め、採決をいたします。議案第53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。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

○議長（原田勝幸君） 日程第２議案第54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。 

 １番鈴木委員より、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。 

○１番（鈴木邦夫君） 議案第54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。 

 ～１番案件の議案について内容を説明 

申請目的は、療養型病院、介護医療院です。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、芹沢にある既存病院の老朽化

に伴う建て替えを計画しており、既存病院敷地内で運営をしながらの建て替えができない

ことから、同法人の別の施設の敷地拡張をしての移転増築をすることとしたとのことです。 

 排水計画につきましては、区域東側の赤羽根通りに雨水本管を設置し、汚水排水は浄化

槽を経由し雨水本管に接続・放流します。雨水排水は、敷地内設置の貯留槽に貯留し、地

下浸透させ、貯留槽オーバーフロー分は雨水本管に接続・放流します。建物敷地部分等は

コンクリート舗装とし、周囲には緑地部分を設けます。隣接地の状況としましては、南側

に一部住宅があるほか、東側、南側、西側には農地があります。また、北側は道路敷地と

なっています。被害防除措置としては、農地に面している面をコンクリートブロックで施

工し、雨水等が境界越境しないよう施します。 

 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（原田勝幸君） 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） 事務局より補足をさせていただきたいと思います。 

 本転用目的は病院ということで、農地の面積としては5125平米でございますが、開発区

域全体としては9941.59平米となっております。 

 他法令の状況につきましては、茅ヶ崎市土地利用基本条例に基づき、大規模行為の届出

が提出されております。開発に該当するため、関係各課と協議を進めておりまして、今後、

総会においてご承認をいただけましたら、農地の面積が3000平米を超えておりますので、

農業委員会の上部組織であります農業委員会ネットワーク機構に諮問をしまして、答申を

得たものを基に神奈川県に意見を進達いたします。神奈川県においては、開発の本申請の

許可が出るところで同時許可という流れになっております。 

 以上でございます。 

○議長（原田勝幸君） では、これより質疑に入ります。ご意見、ご質問ございませんか。 

○５番（村越重芳君） 今、9000平米になるというのは、湘南の丘の敷地を含めてか何か、

そういうことですか。 

○局長補佐（高橋郷司君） お答え申し上げます。そのとおりでございます。 

○５番（村越重芳君） そうすると、病院といいながら、3000平米を超えるというのは、

農地が含まれた場合、山とかそういうものが入った場合はまた違うということですか。 

○局長補佐（高橋郷司君） お答えします。そうです。先ほど申し上げました農地面積が

3000平米を超える農地を農地以外のものにする場合に上部組織である農業委員会ネットワ

ーク機構、一般社団法人神奈川県農業会議のほうに許可相当でよろしいかという諮問をし

まして、その答申を基に、神奈川県に意見進達をするという流れになっております。従い

まして、3000平米につきましては農地のみでございます。以上です。 

○７番（小澤 昇君） すみません。地元、上赤の小澤と申します。雨水本管の設置です

が、赤中下が坂下で、排水がいつもオーバーフローしているような状況ですが、赤羽根中

下はまだ道路工事が終わっておりません。したがって、多分本管も下は入っていないので

はないかと思うのですが。病院が先か、道路が先か、その辺の施設はどういうふうな予定

になっているかお教え願いたいのですが。 

○局長補佐（高橋郷司君） お答え申し上げます。先ほど委員さんからもちょっとご説明

いただきましたが、今回、インフラがまだ整備されていないということで、譲受人である
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湘南健友会が病院を建てるに当たって、東側道路に雨水の本管を布設するということで計

画していると聞いております。今、委員さんがおっしゃっていた下側との接続、そこにつ

きましては、今回は開発に当たりますので、先ほど申し上げた各課協議をしていただいて

いますので、下水道河川建設課と協議をしているところです。あわせて、今おっしゃって

いた東側は拡幅の道路も入っていますので、そこについては道路建設課と協議をしている

ところでございます。以上です。 

○７番（小澤 昇君） 分かりました。恐れ入ります。 

○５番（村越重芳君） もう一つだけ、すみません。こういう病院であれば賃借権でオー

ケーということになるのでしょうか。老人ホームなんかはたしか買取りじゃなかったかと

思っていたのですが、介護型のこういう病院であれば賃借権でオーケーだということです

か。 

○局長補佐（高橋郷司君） こういった介護型の法人だと賃借権でオーケーだとか所有権

移転じゃなきゃいけない、そこら辺は、申し訳ございません、私は把握していないところ

です。こういった場合は所有権移転の場合もありますし、賃借権を設定する、それはあく

までも地権者と今回開発する事業者との話の中で決まっているというふうに思っていると

ころですけれども、老人ホームであれば必ず所有権移転しなければいけないと聞いたこと

は、私はないのですけれども、ちょっとそこは把握しかねます。申し訳ございません。 

○議長（原田勝幸君） ほかにご意見、ご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） なしと認め、採決をいたします。議案第54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（原田勝幸君） 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54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。 

 ５番村越委員より、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。 

○５番（村越重芳君） 議案第54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。 

 ～２番案件の議案について内容を説明 
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申請目的は資材置場、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。

申請理由といたしましては、譲受人は、土木工事を営んでおり、海老名、綾瀬、藤沢エリ

アからの工事受注が増え、資材の保管や現場への移動を考え、幹線道路に近く、新湘南バ

イパス、圏央道等にアクセスのよい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、地面を平らにするため切盛土を行い、敷地内は砂利敷とします。被害防除措

置として、東側出入口部分を除き山留鋼板を設置し、土砂の流出を防ぎます。雨水処理に

ついては敷地内浸透といたします。 

 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（原田勝幸君） ありがとうございました。 

 次に、事務局より補足説明はございますか。 

○局長補佐（高橋郷司君） 特にございません。 

○議長（原田勝幸君） では、これより質疑に入ります。ご意見、ご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） なしと認め、採決をいたします。議案第54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（原田勝幸君） 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55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、１番案件及び２番案件を一括して上程いたします。 

 １番案件について、１番鈴木委員より、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。 

○１番（鈴木邦夫君） 議案第55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、１番案件につい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番案件の議案について内容を説明 

 利用権を設定する農地の存続期間は令和２年９月１日から令和５年８月31日までで、権

利の種類は使用貸借権でございます。 
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 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（原田勝幸君） ありがとうございました。 

 ２番案件について、５番村越委員より、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（村越重芳君） 議案第55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、２番案件についてご報告いたします。 

～２番案件の議案について内容を説明 

 利用権を設定する存続期間は令和２年９月１日から令和５年８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（原田勝幸君） 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（原田勝幸君） では、これより質疑に入ります。ご意見、ご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） なしと認め、採決をいたします。議案第55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。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

○議長（原田勝幸君） 日程第４議案第56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。 

 １番鈴木委員より、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。 

○１番（鈴木邦夫君） 議案第56号相続税の納税猶予に関する適格者証明願について、１

番案件及び２番案件をご報告いたします。 

～案件の議案について内容を説明 

 本案件は、令和２年８月18日、担当委員２名、事務局２名で現地を調査してまいりまし

た。相続税の納税猶予を受けたいというものでございます。 

 農機具の保有状況につきましては、トラクター、耕運機、その他一式でございます。 
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 以上、農業経営されていると確認いたしました。よろしくご審議のほどお願いいたしま

す。 

○議長（原田勝幸君） 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（原田勝幸君） 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。 

○６番（遠藤信行君） １番案件の390－１、宅地ですから当然コンマ以下の数字が出てく

るのですけれども、畑の場合、10平米以上、コンマ以下は必要ですか。 

○局長補佐（高橋郷司君） お答え申し上げます。こちらにつきましては、市街化区域と

いうことで、生産緑地に指定されている部分が今回納税猶予として適用されております。

生産緑地に指定されている部分が744.07平米と298.13平米と、そこまで数字が出ているも

ので、そちらに合わせた数字となっております。これは税務署についてもこの数字でして、

小数点２位以下までで対応しております。遠藤委員さんおっしゃるように、通常、田んぼ

とか畑、農地については、小数点以下を切るような形で登記しますけれども、こちらの納

税猶予の扱いについては、あくまでも生産緑地に指定されている小数点以下第２位の面積

に合わせた形で納税猶予も適用となっております。 

○６番（遠藤信行君） そうすると、これは税務署向けであって、登記簿でいけば298にな

っちゃうわけですね。 

○局長補佐（高橋郷司君） 登記簿はあくまでも、390－2は370平米です。 

○６番（遠藤信行君） 298で終わりでしょう。登記簿上は。 

○局長補佐（高橋郷司君） はい。登記簿上の考え方で言えばそういう形になります。 

 さらに補足させていただきます。こちらの391と392というのは、ほぼ一体とした土地に

なっておりまして、実はこの中に宅地部分、居宅部分と、あと、農業用施設の部分と、畑

の部分というふうに分かれています。その畑の部分、生産緑地に指定されている部分が今

回納税猶予の対象となっております。以上でございます。 

○５番（村越重芳君） ちょっと、すみません。皆さんは知っているのかもしれないけれ

ども、教えてください。納税猶予というのは、前はよく20年と言っていたのですけれども、

今は、その方が受けてから亡くなるまでですか。そこをちょっと確認だけ、お願いします。 

○局長補佐（高橋郷司君） お答えいたします。平成21年ごろまでにつきましては、調整

区域の農地については20年間ということになっていました。ただ、平成21年以前であって
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も生産緑地とか調整が混ざったものであれば終身ということで、平成21年ごろ以降につい

ては、調整区域であっても終身という形になっております。以上です。 

○５番（村越重芳君） はい、分かりました。 

○議長（原田勝幸君） ほかにご意見、ご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） なしと認め、採決をいたします。議案第56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（原田勝幸君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

○議長（原田勝幸君） 日程第５議案第57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番案件を一括して上程いたします。なお、質疑は１番案件

から４番案件を報告後、一括して行います。 

 １番鈴木委員より、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。 

○１番（鈴木邦夫君） 議案第57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番案件の議案について内容を説明 

令和２年８月18日、担当委員１名、事務局１名で現地調査をいたしました。農機具の保

有状況は、トラクター、軽トラック、その他一式でございます。労働力は、本人（90歳）

従事日数250日、専業、長女（57歳）従事日数300日、兼業、長女の夫（61歳）従事日数130

日、兼業、三女（55歳）従事日数300日、兼業、四女（52歳）従事日数250日、兼業でござ

います。 

 ～２番案件の議案について内容を説明 

令和２年８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。農機具の保

有状況は、トラクター、軽ワゴン、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（65歳）従事日数200日、専業でございます。 

 ～３番案件の議案について内容を説明 
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令和２年８月12日、担当委員１名、事務局１名で現地調査をいたしました。農機具の保

有状況は、トラクター、刈払機、田植機、コンバイン、その他一式でございます。労働力

は、本人（41歳）従事日数80日、兼業、父（70歳）従事日数300日、専業、母（69歳）従事

日数150日、兼業でございます。 

 ～４番案件の議案について内容を説明 

令和２年８月12日、担当委員１名、事務局１名で現地調査をいたしました。農機具の保

有状況は、耕運機、トラクター、トラック、刈払機、その他一式でございます。労働力は、

本人（61歳）従事日数200日、兼業、妻（56歳）従事日数50日、兼業でございます。 

 以上、１番案件から４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（原田勝幸君） 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（原田勝幸君） 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（原田勝幸君） なしと認め、採決をいたします。議案第57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（原田勝幸君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

○議長（原田勝幸君） 日程第６議案第58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。 

 １番鈴木委員より、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。 

○１番（鈴木邦夫君） 議案第58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８月18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。当該地

は一体として耕作されており、ウコン、アスパラが作付されているほか、準備中でした。 

 被相続人は、生前、当該地の主たる従事者であり、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。 
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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（原田勝幸君） 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（原田勝幸君） 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（原田勝幸君） なしと認め、採決をいたします。議案第58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（原田勝幸君） ご異議なしと認め、さよう決定をいたします。 

○議長（原田勝幸君） 日程第７報告第19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19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10ページ１番案件から６番案件で、転用目的は店舗敷地及び

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（原田勝幸君） 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（原田勝幸君） ご質問がないようですので、報告第19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（原田勝幸君） 日程第８報告第20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20号農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用
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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11ページ１番案件から12ページ11番案件で、転用目的は墓地、

住宅敷地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（原田勝幸君） 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。 

○５番（村越重芳君） 一番上の円蔵寺の関係ですけれども、これは墓地にするための譲

渡ということでいいですよね。 

○局長補佐（高橋郷司君） お答えいたします。こちらは、現況が既に墓地になっており

まして、ただ、その敷地の中に一部個人の、この譲渡人の方の敷地が入っていたところを、

ちゃんと権利関係を現況と合わせるために今回届出がされたものでございます。以上です。 

○１番（鈴木邦夫君） ちょっとよく分からないので聞きたいのですが、この10ページの

やつと11ページ、２つに分かれていますけれども、法律的に何か違うから分かれているの

だと思うのだけれども、なぜこう分かれているのか。 

○局長補佐（高橋郷司君） お答え申し上げます。まず、報告第19号の農地法第４条の届

出につきましては、地権者、土地の所有者自らが転用するという届出になっております。

報告第20号の農地法第５条の届出につきましては、転用の届出ですが、そこに所有権の移

転や賃借権の設定など、権利の移転が伴う届出となっております。以上です。 

○１番（鈴木邦夫君） ありがとうございました。 

○議長（原田勝幸君） ほかにご質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（原田勝幸君） ご質問がないようですので、報告第20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、厚く御礼

申し上げます。それでは、以上をもちまして令和２年第９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48分閉会 
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