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午後２時11分開会 

○議長（原田勝幸君） それでは、ただいまより令和２年第12回茅ヶ崎市農業委員会総会

を開催いたします。 

 当総会は、14名の全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。８番廣瀬正実委員、９番三橋清高員、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68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番案件及び２番案件について、７番小澤委員より、議案の説明及び現地調査結果の報

告をお願いします。 

○７番（小澤 昇君） 議案第68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、譲受人は営農を拡大す

るため、譲渡人は労働力不足のためでございます。今後につきましては、カブ、大根等を

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102アー

ルで、中島地区の下限面積は30アールでございます。世帯人数は５人、労働力につきまし

ては、本人（59歳）従事日数300日、専業、妻（50歳）従事日数300日、専業、母（87歳）

従事日数200日、専業、長女（29歳）従事日数50日、兼業、次女（27歳）従事日数30日、兼

業でございます。農機具の保有状況につきましては、トラック、ハーベスター、管理作業

機、その他一式でございます。 

 続きまして、２番案件の申請地の権利の種類は所有権移転でございます。申請理由とい

たしましては、譲受人は営農を拡大するため、譲渡人は労働力不足のためでございます。

今後につきましては、ナス、キュウリ、トマト、サツマイモ等を肥培管理する予定とのこ

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75アールで、中島地区の下限

面積は30アールでございます。世帯人数は３人、労働力につきましては、本人（84歳）従

事日数100日、専業、妻（80歳）従事日数100日、専業、子（55歳）従事日数200日、専業で
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ございます。農機具の保有状況につきましては、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。 

 ３番案件及び４番案件について、10番野﨑委員より、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（野﨑雅博君） 議案第68号農地法第３条の規定による許可申請についてのうち、

３番及び４番案件をご報告いたします。 

 ３番案件の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、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、水

稲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212

アールで、芹沢地区の下限面積は50アールでございます。世帯人数は４人、労働力につき

ましては、本人（50歳）従事日数330日、専業、父（79歳）従事日数300日、専業、母（76

歳）従事日数250日、専業、妻（51歳）従事日数200日、専業でございます。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。 

 ４番案件の権利の種類は所有権移転でございます。申請理由といたしましては、譲受人

は営農を拡大するため、譲渡人は譲受人に協力するためでございます。今後につきまして

は、栗を肥培管理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110アールで、芹沢地区の下限面積は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（75歳）従事日数300日、専業、妻（70歳）従事日数300日、専業、

長男（42歳）従事日数50日、兼業、長男の妻（42歳）従事日数50日、兼業、弟（70歳）従

事日数100日、兼業、弟の妻（70歳）従事日数80日、兼業、姉（77歳）従事日数80日、兼業

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、ハンマーナイフ、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。 
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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（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。 

○６番（遠藤信行君） 今、４番案件の中で、耕作面積が取得分を含め110というふうに報

告があったと思うんですが、93プラス８で101じゃないですか。 

○局長補佐（高橋郷司君） お答え申し上げます。まず、自作地が9320平米になります。

880を足しますと、１万200平米ということで、102アールということで、委員さんのほうか

ら説明をいただいたものでございます。 

○６番（遠藤信行君） 102でいいのですね。 

○局長補佐（高橋郷司君） 申し訳ございません。102ということです。 

○６番（遠藤信行君） 了解です。 

○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68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69号非農地証明願についてを上程いたします。 

 ７番小澤委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○７番（小澤 昇君） 議案第69号非農地証明願についてをご報告します。 

 申請理由としましては、当該地は、平成12年から建築物または工作物の敷地となり、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ございます。 

 令和２年11月12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

の現況は住宅になっており、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、この事実を平成19年10月28日撮影の国土地理院の航空写真により客観的に

証明できることから、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

の建築物または工作物の敷地に該当し、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（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。 

○５番（村越重芳君） 今のは、その土地の上に建築物なりが建っているという意味でし

ょうか。 

○局長補佐（高橋郷司君） 事務局よりお答えいたします。委員さんおっしゃるとおり、

こちらは建築物の敷地となっております。その上に直に建っているわけではなくて、建物

敷地ということになっております。以上です。 

○５番（村越重芳君） そうすると、自分の敷地内なので、市街化区域内なのでしょうけ

れども、建築確認とか、そういうときに指摘はされないものですか。 

○局長補佐（高橋郷司君） まず、こちらは調整区域になります。 

○５番（村越重芳君） 調整区域なの。 

○局長補佐（高橋郷司君） はい。 

○５番（村越重芳君） なおさらなのでは。 

○局長補佐（高橋郷司君） この建築物というのが、農作業用の倉庫ということになって

おります。今回、実は、この面積をご覧いただければ2.14と少ないのですが、実際こちら

は収穫物貯蔵庫や農機具保管のために納屋を建築しておりまして、ただ、現状は隣の方の

敷地になっておるので、分筆して現況と合わせるために今回非農地証明が出てきたものに

なります。当時、納屋に建築確認が出ていたかどうかは確認していないですけれども、現

況が実際に農地ではないということで、証明が上がってきたものでございます。以上です。 

○５番（村越重芳君） 建物自体を、そうすると、そのときは勝手に建てたということで

もない。分からないのですね。 

○局長補佐（高橋郷司君） それはちょっと分からないです。 

○５番（村越重芳君） まあ、10年以上。 

 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69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） 
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○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３議案第70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等について、１番案件から５番案件を一括して上程いたします。 

 １番案件について、７番小澤委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いし

ます。 

○７番（小澤 昇君） 議案第70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

用権の設定等についてのうち、１番案件をご報告いたします。 

 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所有権移転及び貸し

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。 

 所有権を移転する農地の権利の存続期間は令和２年12月１日から永久で、権利の種類は

所有権の移転でございます。 

 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。 

 ２番案件から５番案件について、10番野﨑委員より、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（野﨑雅博君） 議案第70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

用権の設定等についてのうち、２番案件から５番案件を一括してご報告いたします。 

 ２番案件の利用権を設定する農地の存続期間は令和２年12月１日から令和３年11月30日

までで、権利の種類は賃借権でございます。 

 ３番案件の利用権を設定する農地の存続期間は令和２年12月１日から令和３年11月30日

までで、権利の種類は賃借権でございます。 

 ４番案件の利用権を設定する農地の存続期間は２年、令和２年12月１日から令和５年11

月30日までで、権利の種類は賃借権でございます。 

 ５番案件の利用権を設定する農地の存続期間は令和２年12月１日から令和５年11月30日

までで、権利の種類は賃借権でございます。 

 以上、２番案件から５番案件につきまして、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。 
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○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。 

○３番（髙橋久雄君） これは農業公社が借り入れて、３年間、これをまたどこかにあっ

せんするわけですね。 

○局長補佐（高橋郷司君） お答え申し上げます。委員おっしゃるとおり、今回、４番案

件、５番案件で農業公社が借り受けまして、農地中間管理事業として、次の議案第71号に

ありますように、こちらの方に貸し付けるという案件でございます。以上です。 

○３番（髙橋久雄君） ５ページの人に今度は貸すわけですね。 

○事務局長（松井 修君） そうです。 

○３番（髙橋久雄君） 分かりました。 

○５番（村越重芳君） すみません。ちょっと聞き忘れてしまったので。この５番のとこ

ろで、農地の貸借に協力するためというのは、協力するということは土地の形がおかしく

なってしまうからということで、貸したくないのに貸すというふうなことはあるのかね。

この文言はどういうことですか。 

○局長補佐（高橋郷司君） お答え申し上げます。貸し手は、ご存じのとおり、推進委員

の生川仁さんになります。今回、次の案件になってしまいますが、〇〇さんという方が新

規就農者ということで農地を借ります。生川さん自体も農業を広くやられていますけれど

も、新規就農者への支援も農業委員会の業務の一つになっておりますので、そういった中

で、協力するという文言にさせていただいております。以上です。 

○５番（村越重芳君） それは役目上かね。 

○議長（原田勝幸君） 僕も指摘された。僕は借りるほうもいっぱい借りているのだけれ

ども、貸すほうもいっぱい貸しているので、おまえのうちはやりたくないのかみたいな、

隣にいる人から指摘されたことがあるから。どうしても、そう言われるのが嫌だから、言

葉のあやだと思いますけれども。 

○５番（村越重芳君） 形よく大きく使ってもらう、こういうことですね。 

○議長（原田勝幸君） それより、できるだけ自分の家の周りを独占的にやったほうが効

率もいいし、あまり昔みたいに所有がそれだから自分がやるべきだみたいなのより、得意

なジャンルに行ったほうがいいんじゃないですか。 

○６番（遠藤信行君） 現地を見ると、確かに形はいいんだよね。もし生川さんが抜けち

ゃうと、ちょっと形が悪くなってしまって、大型の機械を入れるにしても、非常に耕作し

づらくなってしまう。現地を見て、そんな気がしました。 
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○局長補佐（高橋郷司君） 生川さんは推進委員さんということもありまして、それとと

もに、今おっしゃっていたような現状の使い勝手というところも当然あるかとは思ってお

ります。 

○議長（原田勝幸君） ほかにご意見、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70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等についてをご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71号農地中間管理事業の推進に関する法律第19条

第３項の規定による賃借権の設定についてを上程いたします。 

 10番野﨑委員より、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（野﨑雅博君） 議案第71号農地中間管理事業の推進に関する法律第19条第３項の

規定による賃借権の設定についてをご報告いたします。 

 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。 

 権利を設定する農地の存続期間は令和３年２月１日から令和５年11月30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、ご質問ございますか。 

○６番（遠藤信行君） 耕作面積44というのは、今までつくっている分を含めてですか。 

○局長補佐（高橋郷司君） 44アールというのは、令和２年第９回の総会でご承認いただ

いた利用権設定をした面積になっております。以上でございます。 

○６番（遠藤信行君） これで今度は55になるのか。 

○局長補佐（高橋郷司君） そうです。 
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○６番（遠藤信行君） １人でだんだん、どういうものをつくられるのだか分からないけ

れども。この人はお幾つでしたか。 

○局長補佐（高橋郷司君） まだお若い。年齢は……、すみません、ちょっと今手元にな

いですが、たしか30代ぐらいだったと思います。 

○６番（遠藤信行君） ただ感じたのは、今回出ている1100は、形もまあまあいいところ

なのですが、44というのが、先ほど会長が言われたように、自宅のそばにまとめてあると

非常にやりやすいですよね。この人も、借りているところがあっちこっちに散らばってい

て55をやると、結構移動だとか何かできついので、なるべくうまく、生川さんではないけ

れども、協力してもらえるような人を集めてやられたほうがいいと思いますね。 

○議長（原田勝幸君） ただ、新規就農者は、普通の農家の農法に比べて生産性が低いん

ですよ。というのは、あまり化学肥料を使わない。遊休、遊ばせて、その間に前作のかす

を腐らせて、やるというので、普通の農家がやるみたいに収量が多くない。ゆえに、面積

は、土地を有効利用できない農法なので、そんなに。普通の農家だったら、冬場１人で２

反、夏場だったら５畝もあればいっぱいいっぱいなんですけれども、あの人たちというの

は、一作ごとにやってというようにロットが少ないもので、そんなにかかり切りにならな

いんですよね。勢い、お礼もするのも大変だと思うんだけれども、それは僕の関知すると

ころでないんですが。 

○局長補佐（高橋郷司君） 先ほどの訂正をお願いしたいと思います。30代と申し上げま

したが、現時点で28歳ということです。失礼しました。 

○５番（村越重芳君） 今の関連でちょっとお話しさせていただくと、そういう有機農法

でやっている方であっても、トラクターとか耕運機とかを使うのかなと思うんだけれども、

そういう人たちは、使わないで、手作業でそこはやる予定かね。 

 というのは、この方は本宿町で、堤まで来るには大変なので、機械類はどこかに置いて

あるのか。それとも何もなしでやっているのか。今、私のそばでやっている人が、やっぱ

り同じ有機農法で、土地の半分も有効に使ってはいないですよ。あとは草だらけ。だけれ

ども、地主さんがいい方なので、そこの機械を借りて、トラクターから何からみんな使わ

せてもらっているから、草が生えていようと、その後をちゃんときれいに植え付けはでき

るんだけれども、こういう方というのは、いい地主さんに当たっているとか、何かそうい

うメリットがある方かね。手作業で、まさか今の地代、やるという人はいないですよね。 

○局長補佐（高橋郷司君） 委員おっしゃるとおり、新規就農者の方の一番のネックは、
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やっぱりそういった農地は農業委員会等でいろいろ探してあっせんということで見つかる

のですけれども、農作業をする機具を置く場所が、調整区域ということですと勝手に建築

物とかも建てられない中で非常に困っているという意見を新規就農者の方から多々いただ

いております。今まで茅ヶ崎で新規就農をした方で、今委員さんがおっしゃっていたよう

に、地主さんが協力的で、ご自身の敷地内にあるようなところに置かせていただいている

方とかもいます。 

 ただ、この方については恐らく村越委員さんの近くの方。さっき、散らばっちゃうと大

変だとおっしゃっていましたけれども、44アールの敷地はほぼ１か所のところに集積され

ていますので、この方については比較的、集積というところだけでいけば、これで２か所

になったということになっています。農機具については、ネックにはなっているところで

すけれども、刈払機と１トントラックと、あまりお持ちではないみたいなので、今後拡大

していくに当たって、やはりそういったところはネックになるので、ご相談とかをいただ

けたら、また地元の農業委員さん等にもご相談をして、何らか支援していくような形を取

れればとは思っております。 

○５番（村越重芳君） 逆に言うと、そういう新規就農者の人に、そういった部分も併せ

て何かしら、小さい小屋が建てられるとか。でも、そういう小屋を建ててもかっぱらわれ

ちゃうということもあるからね。今、そういうのを狙っている人もいますから。だから、

そこら辺も難しいところなんだけれども、でも、毎日使うんじゃなければ、市のこういう

場所で、ここへ置いてあるから、そこから軽とかトラックも借りられるなんていう方策も

立てるような、地区、地区ぐらいに１つずつやっていくような方策だって考えていかなき

ゃいけないよね。 

○６番（遠藤信行君） それは農協だとか何かで。 

○５番（村越重芳君） 農協でもいいんだけど、でも、市も補助しなければしょうがない

よね。 

○３番（髙橋久雄君） そうじゃなくて、許可申請はここでやって、これでしますという

と、あとは農業水産課のほうで指導に当たればいいわけですか。農水課は、困ると、農業

委員ですからご相談と逆にこっちに振ってくるんです。それを拒否すると、いかにもその

人を追い出すみたいで、しょうがないなと立場上、認識を持って、相談には乗るような形

にするんですけど。 

 今の何もないところからやるには、何かしら支援がなければいけないんですけれども、
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茅ヶ崎の、お金がないというあれで突っぱねられちゃうから。そうすると、あとは貸し手

と借り手の信頼関係とか地域の協力なくしてはできませんという形で、いかにも、協力し

ないと拒否しているみたいで、良心の呵責にさいなまれちゃうじゃないですか。あそこの

地区は育ったけど、あそこの地区は育たない。いじめたんじゃないかというか、度量が狭

いとか何か。 

 システムとして新規就農者を農水課は認めてやるのならば最後まで、近隣とのトラブル

を、中に入って指導するんだけれども、書類だけ。判こを押したら後は来ない。そうする

と、隣近所の人はやるせなく、農業水産課に行って、職員が来てやっていくと、そこでも

らちが明かないから、次は農業委員ですよという形で。私になって、やたらそれが増えて

きちゃったわけ。前の人たちがやらなかったんじゃないんだけれども、そういうのが多分

これから茅ヶ崎で出ますから、そういう支援の部分は附帯条件として農水課に送っちゃえ

ばいい。そうしたら、農業委員会は関係ないでしょう。 

○議長（原田勝幸君） 皆さん御存じないでしょうけど、萩園では有機農法で隣地に迷惑

のかかっている新規就農者がかなりいるんですよね。 

○３番（髙橋久雄君） いや、指導が厳しくなったから。 

○議長（原田勝幸君） もう収まったの。何か、前回の農業委員さんは、相当難儀してい

たみたいだったから。今、あの人はいなくなったの。 

○３番（髙橋久雄君） いや、いらっしゃって、良好な関係で、ひたすら協力行政して、

行政からの指導がありましたから、一歩前進。二歩前進はしないけど、来年になれば一・

五、前進すればいい。 

○議長（原田勝幸君） まあ、ちょっとずつでもね。 

○３番（髙橋久雄君） それで、農水課のＯＢの方から、今農業をやる人は慣行農法では

ない新しい方法だから、そういう人たちを受け入れなければ地域が崩壊するみたいな言動

があって、それで農業委員としては、その人たちにこういう形で中に入って、これでこう

やっていくということはアドバイスをしながら、向こうの要望も聞いて、それを農水課と

かこちらにはお話しするようにはしましたので、前みたいに、取っ組み合いのけんかじゃ

ないけれども、そういう……。 

○議長（原田勝幸君） 前の農業委員さんが、僕の隣に座っていて、年中農業水産課や事

務局と相談し合っていたから、大変だなと思っていたから。 

○３番（髙橋久雄君） それがあったから、私のときは意外と楽。前のその人は苦労され
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たと思うんだけれども、私のときはそのベースがあるから、それに乗って、私が入ったか

らといって、逆に、案件を持ってこられるけれども、ベースができているからある程度は

いいんです。 

 ですから、その地区、地区にお聞きすると、入ってきたときの挨拶とかそういうのがあ

るんだけれども、今まではないから、ほっぽり出されちゃう。丸裸で地域にほっぽり出さ

れて、その人も何をやっていいか分からないから、そこでトラブルがあって初めて分かる

みたいな。こういう案件トラブル集じゃないけれども、そういうものがあればガイドブッ

クでお渡しして、こういうところにはこういうことをしましょうみたいなものがあればい

いんですけれども。 

 話が長くなって申し訳ないですけれども、農業委員会は、これを許可すればそれ以上は

できないでしょう。 

○議長（原田勝幸君） 僕も、もっと農業委員に求められるのは、剝奪する義務。権利を、

もっと自由に貸してあげるべきだけれども、逆に取り上げることもしないと、多くの善良

なる貸し手側、借り手側が、その一部の迷惑をかける耕作者のために全員が悪者になって

しまうのがうまくないと思って。だから、要件を、あまりひどいならば農業委員会や農業

水産課がその権利を剝奪する権利を持たないと。貸し借りというのは、貸したやつが悪い

というふうになってしまうから、何とかしないと。強制執行じゃないですけれども、しな

いといけないんじゃないかなと私は思っております。 

 僕は６反ぐらい新規就農者に貸しているんですけれども、初めに、あんまりにも人から

クレームが、地元の生産組合から抗議があって、僕も駄目だと思ったら、除草剤をかけて、

うなっちゃうからねと初めから警告して、それで利用権設定して、貸しております。比較

的―ただ、藤沢はあまり見に行っていないので、茅ヶ崎で貸している人は、新規就農者

としては物すごくきれいにやっております。 

 先ほど言った建築物ですけれども、今、物すごく緩くて、僕の貸している人から、また、

原田さん、農機具置場、納屋をつくりたいんですけどといって、それって、前回も言って

いるけど、役所が撤去しろと言ったら撤去してもらうからねと言ったら、ちゃんと農業水

産課に話を通してありますという。だから、農地の物置というのは、建築許可は要りませ

んから、基礎を打っていなければいい。アンカーぐらいだったら、役所的に、届は要らな

い。 

○３番（髙橋久雄君） 建築上はそうなんですけれども、現状としまして、畑のところに
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そういう小屋を造られると、収穫物も貯蔵されますから、そこに来るのはノネズミなんで

す。原因は分からないんですけれども、やたらとそういう小屋が増えると、畑にネズミの

跡の被害が出てくるから、それで私は現実に困っている。 

○議長（原田勝幸君） うちは逆に、僕は個人的に、ここは人間が住めちゃうんじゃない

かと、それぐらい立派なものを建てられてしまって、これは農業水産課から文句は出ない

のと言ったら、いや、ちゃんと同意は得ていますというから、じゃ、いいやと言って。 

 行政は今縦割りですから、建築確認、建築許可も含めて、先ほど言ったのも、建築許可

は建築指導課がやるのでしょうけれども、確認はむしろ資産税課に任されてしまっている

から、何か建てちゃうと後のフォローというのを別の課がやるから、趣旨と目的が必ずし

もつながっていない。資産税課は税金を取るだけで、建物のよしあしとかそういうのは関

係ないから。 

○５番（村越重芳君） もうこの辺でいいんじゃないですか。 

○12番（齋藤和子委員） そうですね。 

○議長（原田勝幸君） ほかにご意見、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71号農地中間管理事業の

推進に関する法律第19条第３項の規定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（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72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。 

 ７番小澤委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○７番（小澤 昇君） 議案第72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、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11月16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。 

～現地調査の農作物耕作状況の説明～ 

 農機具の保有状況につきましては、トラクター、テーラー、ハンマーナイフ、コンバイ

ン、乾燥機、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（70歳）従
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事日数350日、専業、妻（66歳）従事日数250日、専業、子（36歳）従事日数300日、専業で

ございます。 

 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。 

（「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72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、さよう決定いたします。 

○議長（原田勝幸君） 日程第６議案第73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、２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、２番案件及び５番案件を報告後、一括して行います。 

 ７番小澤委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○７番（小澤 昇君） 議案第73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、２番案件及び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番案件の申請者については、令和２年11月16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。 

～現地調査の農作物耕作状況の説明～ 

農機具の保有状況は、トラクター、コンバイン、耕運機、その他一式でございます。労働

力は、本人（83歳）従事日数320日、専業、長男（54歳）従事日数320日、専業、長男の妻

（53歳）従事日数100日、専業、弟（72歳）従事日数150日、専業でございます。 

 ２番案件の申請者については、令和２年11月16日、担当委員２名、事務局２名で現地調
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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。 

～現地調査の農作物耕作状況の説明～ 

農機具の保有状況は、耕運機、トラクター、その他一式でございます。労働力は、本人（65

歳）従事日数300日、兼業、妻（65歳）従事日数200日、兼業でございます。 

 ５番案件の申請者については、令和２年11月17日、担当委員１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。 

～現地調査の農作物耕作状況の説明～ 

農機具の保有状況は、トラクター、草刈機、耕運機、その他一式でございます。労働力は、

本人（40歳）従事日数150日、兼業、母（68歳）従事日数300日、専業、叔父（64歳）従事

日数200日、専業でございます。 

 以上、１番案件、２番案件及び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（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73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、２番案件及び５番案件を報告のとおり

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。 

 日程第６議案第73号引き続き農業経営を行っている旨の証明願について、３番案件及び

４番案件を一括して上程いたします。なお、質疑は３番案件及び４番案件を報告後、一括

して行います。 

 農業委員会等に関する法律第31条の規定によりまして、９番三橋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３時13分休憩 

（本人案件のため三橋清高君退室） 
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 ─────────────────────────────────────────  

午後３時14分再開 

○議長（原田勝幸君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ７番小澤委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○７番（小澤 昇君） 議案第73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、３番案件及び４番案件を一括してご報告いたします。 

 ３番案件４番案件については、いずれも、令和２年11月12日、担当委員２名、事務局２

名で現地調査をいたしました。 

 ３番案件の特例農地の耕作状況をご報告します。 

～現地調査の農作物耕作状況の説明～ 

 続いて、４番案件の特例農地の耕作状況についてご報告いたします。 

～現地調査の農作物耕作状況の説明～ 

 農機具の保有状況は、耕運機、トラクター、刈払機、軽トラ、その他一式でございます。

労働力は、○○さん（70歳）従事日数300日、専業、○○さんの妻（70歳）従事日数300日、

専業、○○さん（43歳）従事日数330日、専業でございます。 

 以上、３番案件及び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73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、３番案件及び４番案件を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。 

 議事の都合上、暫時休憩いたします。 

午後３時17分休憩 

 ─────────────────────────────────────────  
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（三橋清高君入室） 

午後３時18分再開 

○議長（原田勝幸君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○議長（原田勝幸君） 日程第７議案第74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、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。 

 ７番小澤委員より、議案の説明及び現地調査結果の報告をお願いします。 

○７番（小澤 昇君） 議案第74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。 

 １番案件については、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11月17日、担当委員１名、事務局２名で現地調査をしてまいりました。

現地は準備中でした。○○さんは、死亡される以前は当該地を主たる従事者として耕作さ

れており、今後、耕作できないため買取りの申出をしたいというものでございます。 

 ２番案件については、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11月17日、担当委員１名、事務局２名で現地調査をしてまいりました。

現地は、一体として耕作されており、ブロッコリー、キャベツ等が作付されているほか、

準備中でした。○○さんは、死亡される以前は当該地を主たる従事者として耕作されてお

り、今後、耕作できな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、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（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74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８報告第28号農地法第３条第１項第13号の規定による届出
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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28号、専決処分の報告についてをご説明いたします。 

 本案は、農地法第３条第１項第13号の規定による農地等の権利取得の届出でございます。 

 地権者から公益社団法人神奈川県農業公社会長、佐藤光徳さんへの所有権移転について

の届出でございます。 

 この届出は、通常、農地の権利移動に際しては農地法の許可が必要となりますが、農地

中間管理機構が、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農業委員会に届け出て

農地売買等事業の実施により権利を取得する場合、農地法の許可を要しないで権利取得を

することができるものでございます。 

 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28号農地法第３条第１項第13

号の規定による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９報告第29号農地法第３条の３第１項の規定による農地等

の権利取得の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29号、専決処分の報告についてをご説明いたします。 

 本案は、農地法第３条の３第１項の規定による農地等の権利取得の届出でございます。 

 ～届け出の内容について説明～ 

 届出に必要な事項が記載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29号農地法第３条の３第１項
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の規定による農地等の権利取得の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10報告第30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30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13ページ１番案件から14ページ８番案件で、転用目的は駐車

場敷地、住宅敷地及び道路敷地でございます。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30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11報告第31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31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15ページ１番案件から17ページ18番案件で、転用目的は、住

宅敷地、道路敷地、高圧送電線路の架空地線の張替工事用地（一時転用）、駐車場敷地及

びごみ置場でございます。権利関係は所有権の移転及び賃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（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
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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（原田勝幸君） ご質問がないようですので、報告第31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12回茅ヶ崎市農業委員会総会を閉

会とします。ご協力ありがとうございました。 

午後３時28分閉会 
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