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相模原市農業委員会第１０回会議議事録 

 

開 会 日 時 令和元年１２月２６日 午後１時３０分 

閉 会 日 時 令和元年１２月２６日 午後３時０８分 

開 催 場 所 市役所第２別館３階 第３委員会室 

出 席 委 員 （○印） 

① 西 山  和 秀 ⑧ 中 里  州 克 ⑮ 榎 田  和 子 

② 八 木  拓 美 ⑨ 市 川  忠 孝 16 藤 村  達 人 

③ 關 山  富 雄 ⑩ 小 林  康 史 ⑰ 髙 橋  三 行 

④ 古 木  清 11 齋 藤  憲 一 ⑱ 天 野  明 

⑤ 江 藤  昭 利 ⑫ 菱 山  喜 章 ⑲ 加 藤  正 博 

⑥ 阿 部  健 ⑬ 八 木  健 一   

⑦ 渋 谷  利 雄 14 金 井  睦   

出席委員 １６名 

欠席委員 ３名 

（１１番齋藤憲一委員、１４番金井睦委員、１６番藤村達人委員） 

傍聴人  ０名 

 

事 務 局 相澤博 鈴木和夫 伊藤和彦 松島政幸 一之瀬素弘 加藤敬 

 山田彩奈      

 

議事録署名人 議 長 

 

     議席６番 

 

     議席１０番 
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会議に付した事件 

日程 番 号 件          名 

１  会務報告 

２  農地利用最適化推進委員連絡会本庁地区部会報告 

３  農地利用最適化推進委員連絡会津久井地区部会報告 

４ 議案第６３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

５ 議案第６４号 農地法第４条の規定による許可申請について 

６ 議案第６５号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請について 

７ 議案第６６号 農地法第５条の規定による許可申請について 

８ 議案第６７号 農用地利用集積計画の決定について 

９ 議案第６８号 農用地利用集積計画の決定について 

１０ 議案第６９号 農用地利用集積計画の決定について 

１１ 議案第７０号 農用地利用配分計画の作成について 

１２ 議案第７１号 農地利用最適化推進委員の辞任について 

１３ 報告第６０号 農地法第５条許可申請取り下げ願いについて 

１４ 報告第６１号 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について 

１５ 報告第６２号 農地所有適格法人の報告について 

１６ 報告第６３号 非農地証明書の発行について 

１７ 報告第６４号 
国税徴収法による売却に係る農地等の現況照会に対する調査結果の報

告について 

１８ 報告第６５号 
地目変更登記に係る農地等の現況照会に対する調査結果の報告につい

て 

１９ 報告第６６号 相続等による農地の権利取得届出の受理の報告について 

２０ 報告第６７号 市街化区域内農地の転用届出の受理の報告について 

 
議事の内容 次のとおり 
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議長（八木会長） 
ただいまから、相模原市農業委員会第１０回総会を開催いたします。 

ただいまの出席委員は１６名で、定足数に達しております。 

本日、１１番齋藤憲一委員、１４番金井睦委員、１６番藤村達人委員より欠席の旨通

告がありましたので、ご報告いたします。 

次に、本日の総会の議事録署名委員につきましては、６番阿部健委員、１０番小林康

史委員をご指名いたします。 
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日程１ 会務報告 

 
議長（八木会長） 

それでは、これより日程に入ります。 
日程１「会務報告」をいたします。 
鈴木次長に報告いたさせます。 

事務局（鈴木次長） 
それでは、令和元年１１月２９日から令和元年１２月２５日までの主な会務につきま

して、ご報告させていただきます。 
１．会議でございます。 
初めに、（１）県関係でございます。 
１１月２９日、産業貿易センタービル地下１階Ｂ１０２会議室におきまして、農地情

報公開システム操作研修会が開催されまして、榎本主査ほかが出席しております。内容

につきましては、農地情報公開システムをめぐる情勢等についてほかでございます。 
次に、１２月１８日、ＪＡグループ神奈川ビル２階講堂におきまして、農業会議第

２３回理事会が開催され、八木会長が出席されております。内容につきましては、令和

元年度収入支出予算の補正に関する件ほかでございます。 
同日、１２月１８日、ＪＡグループ神奈川ビル２階講堂におきまして、農業会議常設

審議委員会が開催されまして、八木会長、榎田委員が出席されております。内容につき

ましては、農地法の係る諮問についてほかでございます。本市からは、報告１３件とな

っております。 
１２月１９日、華やぎの章慶山におきまして、令和元年度関東ブロック女性農業委員

等研修会が開催されまして、榎田委員が出席されております。内容につきましては、講

演、事例発表、情報提供でございます。 
続いて、（２）市関係でございます。 
１１月２９日、市役所第２別館３階第３委員会室におきまして、農業委員会第９回総

会を行いまして、農業委員１８名が出席しております。内容につきましては、農地法第

３条の許可申請についてほかでございます。 
次に、１２月３日、市役所会議室棟１階第１会議室におきまして、第９０回相模原市

開発審査会が開催され、私、次長が出席しております。内容につきましては、指定既存

集落内等住宅建築行為等に係る特例措置による都市計画法第２９条開発許可申請につ

いてほかでございます。 
次に、１２月６日、市役所会議室棟１階第６会議室におきまして、関係課長会議が行

われまして、私、次長が出席しております。内容につきましては、特定生産緑地の指定

についてほかでございます。 
２ページをご覧ください。 
１２月９日、市役所第２別館３階第３委員会室におきまして、農地利用最適化推進委

員連絡会本庁地区部会を行いまして、農地利用最適化推進委員８名、農業委員８名が出

席されております。内容につきましては、１１月の活動報告についてほかでございます。 
次に、１２月１０日、津久井総合事務所本館３階第２会議室におきまして、農地利用



 5

最適化推進委員連絡会津久井地区部会を行いまして、農地利用最適化推進委員１２名、

農業委員９名が出席されております。内容につきましては、１１月の活動報告について

ほかでございます。 
次に、１２月１９日、市役所本館５階会長室におきまして役員会が行われまして、八

木会長、阿部副会長が出席されております。内容につきましては、総会提出案件ほかで

ございます。 
次に、１２月２０日、市議会議場におきまして市議会本会議が行われまして、相澤事

務局長が出席されております。内容につきましては、専決処分の報告についてでござい

ます。 
続きまして、２のその他でございます。 
初めに、県関係でございます。 
１２月６日、ＪＡグループ神奈川ビル２階講堂におきまして、農業委員会・農業協同

組合農業者年金実務研修会が開催され、山田主事が出席しております。内容につきまし

ては、農業者年金新規加入者の状況についてほかでございます。 
次に、１２月１１日、市役所会議室棟２階第１２会議室におきまして、非農地通知の

対応等に係る巡回調査が行われまして、伊藤担当課長ほかが出席しております。内容に

つきましては、非農地通知の対応及び人・農地プランの実質化に係る意向把握の調査で

ございます。 
次に、その他でございます。 
１２月６日、相模原市農業協同組合新本店におきまして、相模原市農業協同組合本店

及び中央支店完成祝賀会が開催され、八木会長が出席されております。内容につきまし

ては、本店等完成祝賀会でございます。 
以上で報告を終わります。 

議長（八木会長） 
ただいまの会務報告について、何かご発言がございましたら、お願いいたします。 

議長（八木会長） 
よろしいですか。 
それでは、以上で会務報告を終わります。 
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日程２ 農地利用最適化推進委員連絡会本庁地区部会報告 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程２「農地利用最適化推進委員連絡会本庁地区部会報告」をいたします。 
阿部副会長から報告をお願いいたします。 

委員長（阿部副会長） 
１２月９日に行われました相模原市農地利用最適化推進委員連絡会本庁地区部会の

結果をご報告いたします。配付されております資料をご覧いただきたいと思います。 
４の議題についてですが、（１）令和元年度遊休農地判定及び利用意向調査について、

事務局から、今年度の利用状況調査に基づく遊休農地判定リスト、利用意向調査対象者

リスト、利用意向調査票等について説明がありました。推進委員から、調査票の発出に

ついて、幾つか質問がございました。 
（２）農業まつりで実施した農業クイズについて、事務局から、農業クイズ集計結果

について、ご報告がありました。 
（３）令和元年台風１９号等災害義援金の募集について、事務局から、県農業会議か

ら依頼された義援金の募集について説明があり、互助会費から推進委員、農業委員１人

当たり１口１,０００円を募金することになりました。 
（４）１１月までの活動報告について、各推進委員から、１１月までの活動報告がご

ざいました。 
（５）その他ですが、事務局から、今後の会議等の日程について説明がありました。 
以上で農地利用最適化推進委員連絡会本庁地区部会の結果報告を終わります。 

議長（八木会長） 
報告が終わりました。ただいまの報告について、何かご発言がございましたら、お願

いいたします。 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
それでは、以上で農地利用最適化推進委員連絡会本庁地区部会報告を終わります。 
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日程３ 農地利用最適化推進委員連絡会津久井地区部会報告 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程３「農地利用最適化推進委員連絡会津久井地区部会報告」をいたします。 
一之瀬総括副主幹に報告いたさせます。 

事務局（一之瀬総括副主幹） 
それでは、お手元の資料をご覧ください。 
１２月１０日に行われました相模原市農地利用最適化推進委員連絡会津久井地区部

会の結果を報告いたします。報告資料をご覧ください。 
４の議題についてでございますが、（１）かながわ農業サポーター事業等についてで

すが、神奈川県地域農政推進第二課の鍋田課長から、事業の説明や新規参入状況につい

ての説明がありました。 
（２）令和元年度遊休農地判定及び利用意向調査について、事務局から、今年度の利

用状況調査に基づく遊休農地判定リスト、利用意向調査対象者リスト、利用意向調査等

について説明がありました。 
（３）農業まつりで実施しました農業クイズの結果についてですが、事務局から、農

業クイズ集計結果について報告がございました。 
（４）令和元年台風１９号等の災害義援金の募集についてですが、事務局から、県農

業会議から依頼されました義援金の募集について説明し、互助会費から、推進委員、農

業委員１人当たり１口１,０００円を募金することとなりました。 
（５）１１月までの活動報告についてですが、各推進委員から、１１月までの活動報

告がございました。 
（６）その他ですが、事務局から、今後の会議等の日程について説明がありました。 
以上で、相模原市農地利用最適化推進委員連絡会津久井地区部会の結果報告を終わり

ます。 
議長（八木会長） 

報告が終わりました。ただいまの報告について、何かご発言がございましたら、お願

いいたします。 
４番（古木委員） 

議題の（１）かながわ農業サポーター事業、現在、どのくらいいるんですか。それと、

今期の新規加入者、あわせて、神奈川県、相模原はどのくらいいるのか、気になります

ので教えてください。 
事務局（松島所長） 

神奈川県で実施しております新規に就農する方を支援する制度でございまして、数字

的なお話ですけれども、現役の人数は５５人で、これまでに県で登録した全ての方を累

計しますと２２７人ということで、本市の状況ですが、今年度は特にいらっしゃらなく

て、去年、お一人いらして、具体的に就農先を探している方がお一人いらっしゃるよう

な状況でございます。今後につきましても、今、具体的に神奈川県の農政推進第二課の

職員と一緒に、城山にお住まいのサポーターの方で、農地のあっせんを進めている状況

にございます。 
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以上でございます。 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
４番（古木委員） 

はい。 
議長（八木会長） 

ほかにございますか。 
それでは、以上で農地利用最適化推進委員連絡会津久井地区部会報告を終わります。 
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日程４ 議案第６３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程４議案第６３号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは１ページをご覧ください。議案を朗読いたします。 
議案第６３号 農地法第３条の規定による許可申請について。別紙農地の所有権移転

等許可申請収受番号３－１３及び３－１０１１から３－１０１３は、農地法第３条の規

定により適切と認められるので、許可するものとする。令和元年１２月２６日提出。相

模原市農業委員会会長。 
それでは、２ページをご覧ください。 
収受番号３－１３は、譲受人である子へ生前贈与するための申請です。現地の状況に

つきましては、スクリーンをご覧ください。案内図は１ページをご覧ください。斜線部

分が本案件の申請地です。申請地は、新磯野の農地、１筆、９９１㎡です。今後の作付

は、ブルーベリーの栽培を予定しています。審査基準につきましては、現地及び申請書

で確認しています。全部効率利用要件については、家族経営として、川崎市内に農地３筆、

１,１１８㎡と、今回の申請地を含めまして、４筆、２,１０９㎡で、全て適切に管理さ

れていることを確認しています。このため、下限面積要件の２,０００㎡以上も満たし

ております。農作業常時従事要件については、譲受人本人が３５０日、妻が１７０日、

譲渡人である父が３５０日、母が１７０日、弟が３５０日で、従事要件を満たしており

ます。地域との調和要件については、周辺の農地の利用に影響を与えないこと、周辺地

域の農業経営との調和に努めることを確認しております。以上４点、審査基準を満たし

ていることから、許可相当と判断しました。 
なお、譲受人本人は川崎市で農地所有適格法人を経営しており、家族経営の農地とは

別に、父所有の農地、１４筆、１５,４７９.３５㎡を法人名義で借り、主にワイン用の

ブドウを栽培しています。 
以上で本庁分の説明を終わります。 

事務局（松島所長） 
続きまして、津久井事務所管内の３件について、ご説明いたします。２ページ、３ペ

ージをご覧ください。 
収受番号３－１０１１は、緑区日連に住む譲受人が、多摩市に住む譲渡人２名の所有

する農地を、経営規模拡大のため、所有権移転を受けるための申請です。現地の状況に

つきましては、スクリーンをご覧ください。案内図は２ページをご覧ください。斜線部

分が本案件の申請地です。申請地は日連の畑、１筆、３１２㎡です。今後の作付は、露

地野菜の栽培を予定しています。審査基準につきましては、現地及び申請書で確認して

います。全部効率利用要件については、経営農地２筆、１,８９４㎡全て適切に管理さ

れていることを確認しており、取得する農地と合わせて２,２０６㎡となり、下限面積

要件の２,０００㎡以上を満たしています。農作業常時従事要件１５０日以上について

は、譲受人が３５０日であり、従事要件を満たしています。地域との調和要件について
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は、周辺の農地の利用に影響を与えないこと、周辺地域の農業経営との調和に努めるこ

とを確認しています。以上４点、審査基準を満たしていることから、許可相当と判断し

ました。 
収受番号３－１０１２は、緑区青野原に住む譲受人が、横浜市旭区に住む譲渡人の所

有する農地を、経営規模拡大のため、所有権移転を受けるための申請です。現地の状況

につきましては、スクリーンをご覧ください。案内図は３ページをご覧ください。斜線

部分が本案件の申請地です。申請地は青野原の畑、１筆、２３４㎡です。今後の作付は、

果樹の栽培を予定しています。審査基準につきましては、現地及び申請書で確認してい

ます。全部効率利用要件については、経営農地１０筆、６,１８３㎡全て適切に管理さ

れていることを確認しており、下限面積要件の２,０００㎡以上を満たしています。農

作業常時従事要件１５０日以上については、譲受人が３００日であり、従事要件を満た

しています。地域との調和要件については、周辺の農地の利用に影響を与えないこと、

周辺地域の農業経営との調和に努めることを確認しています。以上４点、審査基準を満

たしていることから、許可相当と判断しました。 
収受番号３－１０１３は、緑区寸沢嵐に住む譲受人が、緑区根小屋に住む譲渡人の所

有する農地を、経営規模拡大のため、所有権移転を受けるための申請です。現地の状況

につきましては、スクリーンをご覧ください。案内図は４ページをご覧ください。斜線

部分が本案件の申請地です。申請地は根小屋の畑、１筆、３３７㎡です。今後の作付は、

露地野菜の栽培を予定しています。審査基準につきましては、現地及び申請書で確認し

ています。全部効率利用要件については、経営農地７筆、５,１５５㎡全て適切に管理

されていることを確認しており、下限面積要件の２,０００㎡以上を満たしています。

農作業常時従事要件１５０日以上については、譲受人が２６０日、母が２００日、兄が

５０日であり、作業従事要件を満たしています。地域との調和要件については、周辺の

農地の利用に影響を与えないこと、周辺地域の農業経営との調和に努めることを確認し

ています。以上４点、審査基準を満たしていることから、許可相当と判断しました。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。ただいまの説明に関連しまして、地区担当委員さん、補足説明

やご意見はございませんか。 
収受番号３－１３については、南区担当委員さん、お願いいたします。 

１番（西山委員） 
１２月２１日に現地調査に行ってまいりました。写真で見ていただくとわかりますよ

うに、左側と、また、右側も１枚寄って隣のほうは、周りを囲って残土等が山のように

なっております。その中で、比較的きれいに耕うんされている土地でして、これからブ

ルーベリーということで、よろしいかと思います。その理由につきましては、本人は川

崎で野菜等をしっかりやっていますし、法人として１５,０００㎡、きれいに管理され

ているということであります。川崎からここに来るまで、朝夕の混んでいる時間帯以外

であれば、３０分以内で通うことができるということで、比較的、通勤圏内と申しまし

ょうか、ブルーベリー等の作業をする分には可能なところかと思います。よって、適当

と認め、皆さんのご賛同をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
以上です。 
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議長（八木会長） 
次に、収受番号３－１０１１については、藤野地区担当委員さん、お願いいたします。 

１９番（加藤委員） 
１２月２３日に、雪の降った後ですけれども、見に行きまして、相模湖教習所の上の

ほうの畑になります。下側の教習所のほう、ダムのほうに家があって、その上にも横に

家があって、ちょっと日影かなと思ったんですけど、今、写真で見ると、日当たりのい

い場所だなと。周りにも木があって、幾らか日影になっている感じがしたんですけど、

雪の関係もあったのか、天気のいいときの写真だから、見た目がちょっと違うかなと思

ったんですが、問題ないと判断しました。よろしくお願いいたします。 
議長（八木会長） 

引き続きまして、収受番号３－１０１２については、津久井地区担当委員さん、お願

いいたします。 
２番（八木委員） 

１２月２５日、現地調査に行ってまいりました。イノシシに多少荒らされているふう

はあるものの、果樹の植えつけも終わっていまして、農地としても十分だと思われます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
議長（八木会長） 

続きまして、収受番号３－１０１３については、津久井地区担当委員さん、お願いい

たします。 
９番（市川委員） 

１２月２３日に現地を見てまいりました。この畑は、３３７㎡とちょっと狭いところ

ですけれども、市道からちょっと奥に入っていくという、かんじきなどを持ち込むのは

難しいかなと思って聞きましたところ、持ち主との話し合いもできているということで、

車をとめさせていただいて、持ち主の裏手のほうにこの畑がありまして、そこを使うと

いうことで、それなら十分可能ではないかなと思いました。あとは事務局の説明どおり

です。よろしくお願いします。 
議長（八木会長） 

これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
それでは、採決をさせていただきます。 
議案第６３号について、原案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 
 

全員挙手 

 
議長（八木会長） 

挙手全員。 
よって日程４議案第６３号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程５ 議案第６４号 農地法第４条の規定による許可申請について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程５議案第６４号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、４ページをご覧ください。議案を朗読いたします。 
議案第６４号 農地法第４条の規定による許可申請について。別紙農地の転用許可申

請収受番号４－１５から４－１８及び４－１００５は相当とする理由があるので、農地

法第４条第３項の規定により意見を付して、市長あてに送付するものとする。令和元年

１２月２６日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、５ページをご覧ください。 
収受番号４－１５は、申請人が所有する下溝の農地、１筆、１,０９０㎡を車両置き

場として転用するための申請です。現地の状況につきましては、スクリーンをご覧くだ

さい。案内図は５ページをご覧ください。農地区分は第３種農地です。申請理由といた

しましては、近隣の自動車販売業者からの要望により、車両置き場として転用するため

の申請です。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留め策とし

て、車両出入り口を除き、北側、東側を単管鋼板で土留めし、南側は既設単管鋼板を利

用する計画です。雨水については、砕石敷きによる敷地内浸透とする計画です。申請地

は下溝古山公園の東約１４０ｍです。 
続きまして、収受番号４－１６は、申請人が所有する陽光台７丁目の農地、１筆、１,

２００㎡のうち、９６３.０６㎡を資材置き場として転用するための申請です。現地の

状況につきましては、スクリーンをご覧ください。案内図は６ページをご覧ください。

農地区分は第３種農地です。申請理由といたしましては、建設業者からの要望により、

資材置き場として転用するための申請です。隣接地への被害防除につきましては、土地

区画の明確化と、土留め策として、車両出入り口側を除き、南側と東側一部を、単管鋼

板で土留めをし、西側と東側一部は、既設ＲＣまたは既設単管鋼板を利用する計画です。

雨水については、砕石敷きによる敷地内浸透とする計画です。申請地は陽光台ふれあい

広場の南東約２４０ｍです。 
続きまして、収受番号４－１７は、申請人が所有する麻溝台２丁目の農地、１筆、

９６４㎡を駐車場として転用するための申請です。現地の状況につきましては、スクリ

ーンをご覧ください。案内図は７ページをご覧ください。農地区分は第３種農地です。

申請理由といたしましては、近隣の運送業者からの要望により、駐車場として転用する

ための申請です。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留め策

として、車両出入り口を除き、西側の一部をブロック１、２段積みで土留めをし、西側

の一部、東側、南側、北側は既設ブロックを利用する計画です。雨水については、砕石

敷きによる敷地内浸透とする計画です。申請地は北里大学東病院の南約２００ｍです。 
続きまして、収受番号４－１８は、申請人が所有する田名の農地、３筆、１,２４５㎡

を駐車場として転用するための申請です。現地の状況につきましては、スクリーンをご

覧ください。案内図は８ページをご覧ください。農地区分は第３種農地です。申請理由
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といたしましては、隣接する運送業者からの要望により、駐車場として転用するための

申請です。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留め策として、

北側、西側の接道部分を除き、土留め鋼板で土留めをし、雨水については、砕石敷きに

よる敷地内浸透とする計画です。申請地は田名つゆ草公園の北東約３２０ｍです。 
以上で本庁分の説明を終わります。 

事務局（松島所長） 
続きまして、津久井事務所管内の１件を説明いたします。６ページをご覧ください。 
収受番号４－１００５について説明いたします。現地の状況につきましては、スクリ

ーンをご覧ください。案内図は９ページとなりまして、斜線部分が本案件の申請地とな

ります。本案件は、申請人が所有する緑区与瀬の農地、１筆、１８８㎡のうち１０３.
３７㎡を駐車場として転用するための申請です。申請理由としましては、現在使用して

いる駐車場が手狭であり、新たに駐車場を確保するためです。申請者は自宅隣接店舗に

て、靴、雑貨販売、クリーニング取り次ぎ業などを営んでおります。以前より店舗前を

自家用駐車場兼客用駐車場として使用していましたが、客用駐車台数確保のため、新た

に自家用駐車場を確保するものです。農地区分は第３種農地です。隣接地への被害防除

につきましては、土地区画の明確化と、隣接地への土留め策として、新設鋼板矢板で土

留めする計画で、雨水は、砂利敷きによる敷地内浸透とする計画です。申請地はＪＲ相

模湖駅の北約６０ｍです。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。ただいまの説明に関連しまして、地区担当委員さん、補足説明

やご意見はございませんか。 
収受番号４－１５、４－１７については、南区担当委員さん、お願いいたします。 

３番（關山委員） 
１２月１８日に現地を見てまいりました。 
４－１５につきましては、自動車販売業者さんに車両置き場として貸すということで

す。農地は不耕作となっておりますけれども、直近まで耕作された形跡がございまして、

特に問題ないと思います。 
４－１７につきましては、運送業者さんに駐車場として貸すということで、これは普

通畑で、現在も野菜等が耕作されておりましたけれども、駐車場ですので、特に問題な

いかなと思います。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
以上です。 

議長（八木会長） 
次に、収受番号４－１６については、中央地区担当委員さん、お願いいたします。 

１０番（小林委員） 
１２月２２日に現地確認してまいりました。現況ですが、耕うんされている状態であ

ります。また、敷地内に物置とかトラクターとかがまだ置いてある状態で、耕作されて

いたという状況は見てとれます。周りは資材置き場とかがかなり多い地域でございまし

て、この「済み」となっている土地は、既に駐車場として転用が済んでいるということ

でございます。資材置き場ということで、周りの状況からして、いたし方ないかなとは

思います。 
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ご検討のほど、よろしくお願いします。 
議長（八木会長） 

続きまして、収受番号４－１８につきましては、中央区担当の金井委員にお願いする

ところでございますが、本日、欠席しております。金井委員より、１２月２３日に現地

確認をしたところ、特に問題はなかったとの報告を受けております。 
続きまして、収受番号４－１００５については、相模湖地区担当委員さん、お願いい

たします。 
５番（江藤委員） 

１２月２０日に現地調査に行ってまいりました。看板が真ん中に見えますけれども、

看板の下に耕作している畑がありまして、それと一体の畑ですけれども、下の段に耕作

している畑がありますけれども、私が調査に行ったときにはタマネギが植えてありまし

た。申請人は相模湖与瀬の方で、甲州街道、２０号沿いに住んでいるんですけれども、

この周辺はかなり住宅が多くて、なかなか、駐車場をつくるスペースがないと思います。

ここは中央線を挟んで、中央道との間にある土地ですけれども、比較的、空き地が多く

て、駐車場をつくる広さを確保できますので、申請人が農地を転用するということで、

いいかと思います。ご審議のほど、よろしくお願いします。 
議長（八木会長） 

これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
それでは、採決をさせていただきます。 
議案第６４号について、原案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 
 

全員挙手 

 
議長（八木会長） 

挙手全員。 
よって日程５議案第６４号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程６ 議案第６５号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変

更申請について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程６議案第６５号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（松島所長） 

それでは、７ページをご覧ください。議案を朗読します。 
議案第６５号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請について。別紙

農地の事業計画変更申請収受番号５－１００２は、農地法関係事務処理要領の規定によ

り、変更する相当の理由があるので、意見を付して、市長あてに送付するものとする。

令和元年１２月２６日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、８ページをご覧ください。 
事業計画変更収受番号５－１００２について、ご説明いたします。現地の状況につき

ましては、スクリーンをご覧ください。案内図は１０ページをご覧ください。斜線部分

が本案件の申請地です。本案件は、平成３０年１２月４日付で資材置き場として転用許

可を受けた農地について、宅地分譲に事業計画を変更するものです。変更理由は、資材

置き場とすることに、周辺住民より住環境悪化を心配する声があったことから、転用目

的を宅地分譲に変更し、案内図の白抜き部分の宅地３筆と合わせて宅地分譲を行うもの

です。転用面積は、農地２筆、６１１㎡で当初と変わりませんが、隣接する宅地３筆、

６３１.４㎡との合計面積は１,２４２.４㎡となり、開発行為に該当いたします。既に都

市計画法第３２条の協議が締結済みであり、許可見込みであることを確認しております。

農地区分は第３種農地です。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、

土留め策として、ＲＣ擁壁及び新設ブロック１段から３段積みで土留めする計画で、雨

水は、浸透処理施設による敷地内浸透とする計画です。申請地は中島医院の南西約

８０ｍです。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。ただいまの説明に関しまして、地区担当委員さん、補足説明や

ご意見はございませんか。 
津久井地区担当委員さん、お願いいたします。 

９番（市川委員） 
１２月２２日に現場を見てまいりました。以前に資材置き場として許可されたところ

ですけれども、お聞きのように、この辺は住宅地で、住民の方から、住環境の悪化が心

配されるということで、用途変更して宅地分譲するということです。あとは事務局の説

明どおりです。よろしくご審議ください。 
議長（八木会長） 

これより質疑に入ります。 
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質疑なし 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
それでは、採決をさせていただきます。 
議案第６５号について、原案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 
 

全員挙手 

 
議長（八木会長） 

挙手全員。 
よって日程６議案第６５号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程７ 議案第６６号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程７議案第６６号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、９ページをご覧ください。議案を朗読いたします。 
議案第６６号 農地法第５条の規定による許可申請について。別紙農地の転用を伴う

所有権移転等許可申請収受番号５－１６から５－１８及び５－１０４０は、相当とする

理由があるので、農地法第５条第３項において準用する同法第４条第３項の規定により

意見を付して、市長あてに送付するものとする。なお、５－１８については、同法第５条

第３項において準用する同法第４条第４項の規定により、あらかじめ神奈川県農業委員

会ネットワーク機構の意見を聴くものとする。令和元年１２月２６日提出。相模原市農

業委員会会長。 
それでは、１０ページから１１ページをご覧ください。本庁分を説明します。 
収受番号５－１６は、譲受人の株式会社ＮＯＷが、譲渡人が所有する田名の農地、１筆、

５５７㎡の所有権移転を受け、駐車場及び資材置き場として転用するための申請です。

現地の状況につきましては、スクリーンをご覧ください。案内図は１１ページをご覧く

ださい。農地区分は第３種農地です。申請理由といたしましては、現在使用している駐

車場及び資材置き場が事業拡大に伴い手狭となったため、新たに駐車場及び資材置き場

を確保するための申請です。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、

土留め策として、左右の接道側を除き、南側を鋼板で土留めし、北側は既設ＲＣ擁壁を

利用する計画です。雨水については、砂利敷きによる敷地内浸透とする計画です。申請

地は市立新宿小学校の北約８０ｍです。 
続きまして、収受番号５－１７は、貸し人が所有する大島の農地、２筆、７５３㎡の

うち、２０１.０４㎡を借人が使用貸借で借り受け、自己住宅として転用するための申

請です。現地の状況につきましては、スクリーンをご覧ください。案内図は１２ページ

をご覧ください。農地区分は第３種農地です。申請理由といたしましては、現在、親と

同居しており、子供が成長し、手狭となったため、実家周辺の農地に自己住宅を建築す

るための申請です。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の明確化と、土留め

策として、出入り口側を除き、ブロック積み１段から２段で土留めをし、雨水について

は、雨水浸透ますによる敷地内浸透とする計画です。汚水については、公共下水道に接

続いたします。申請地は大島上久保公園の西約３０ｍです。 
続きまして、収受番号５－１８は、貸人が所有する当麻の農地、３筆、３,２４１㎡

を、借人が賃借権で借り受け、駐車場として転用するための申請です。現地の状況につ

きましては、スクリーンをご覧ください。案内図は１３ページをご覧ください。農地区

分は第２種農地です。申請理由といたしましては、現在使用している駐車場を返却し、

新たに駐車場を確保するための申請です。隣接地への被害防除につきましては、土地区

画の明確化と、土留め策として、車両出入り口を除き、単管鋼板で土留めをし、雨水に

ついては、砕石敷きによる敷地内浸透とする計画です。申請地は相愛病院の南西約
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４８０ｍです。 
以上で本庁分を終わります。 

事務局（松島所長） 
それでは、津久井事務所管内の１件を説明いたします。１１ページをご覧ください。 
収受番号５－１０４０について説明いたします。現地の状況につきましては、スクリ

ーンをご覧ください。案内図は１４ページとなりまして、斜線部分が本案件の申請地と

なります。本案件は、貸出人が所有する緑区長竹の農地、１筆、２３８㎡に賃借権を設

定して、仮設資材置き場及び仮設駐車場として一時転用するものです。申請理由は、下

水道工事に伴う資材置き場及び周辺道路通行どめに備えて、住民用駐車場を確保するた

めです。農地区分は第２種農地です。隣接地への被害防除につきましては、土地区画の

明確化と、土留め策として、新設土留め矢板、侵入防止ネット及び既設擁壁で土留めす

る計画で、雨水は敷地内浸透とする計画です。転用期間は、許可日から令和２年５月

３０日までの予定です。申請地は長竹白山小橋公園の北東約６０ｍです。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。ただいまの説明に関連しまして、地区担当委員さん、補足説明

やご意見はございませんか。 
収受番号５－１６については、中央区担当の金井委員にお願いするところでございま

すが、本日、欠席しております。金井委員より、１２月２３日に現地確認したところ、

特に問題はなかったとの報告を受けております。 
続いて、収受番号５－１７については、緑区担当委員さん、お願いいたします。 

４番（古木委員） 
１２月２０日に行ってきました。写真のとおりですが、真ん中のところに、掘り起こ

した、前にミカン畑があったかなと。全体は大きく申請になっているんですが、そのう

ちの約４分の１、２５％ぐらい、手前が県道ですが、それに直結した形で２００㎡を宅

地申請しております。手前のほうには駐車場をつくるという申請であります。近辺には

とまと屋さんのハウスや何かが奥のほうに見えるんですが、これから区画を明確にされ

る、区画はくいを打たれていますが、ブロックを並べて堰をつくる申請になっておりま

す。 
以上です。 

議長（八木会長） 
続きまして、収受番号５－１８については、南区担当委員さん、お願いいたします。 

３番（關山委員） 
１２月１８日に現地を見てきました。駐車場として、そこの土地を貸すということで

すけれども、この場所は全体的に、字下河原というぐらいで、地目も田となっています

けれども、昔、河原を開墾して田んぼにした。でも、石がひどくて使い物にならなくて、

ほとんど土を入れて畑にしている現状です。土地改良事業とかで大々的にきちんとした

土を入れた畑でないものですから、少しのところはつくっても、大々的に野菜をつくっ

たりするのには、ちょっと不向きです。ですから、全体的に資材置き場とか、駐車場と

か、車両置き場になっている現状です。この方々は大きな農地を持ってやられているん

ですけれども、聞いてみますと、つくるのに、うまくいかないと。ほんの少しの面積は
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つくっても、不耕作になっていますけど、ちょっとあいているところに、河原ですから、

普通の草でなくて、白茅とか、そういう種が飛んでくると、草がすごく上に上がってし

まうということで、こういう話があったので駐車場として貸そうということになったら

しいです。きれいに農地に戻すということだったんですけれども、１８日に見に行った

ときは、写真のように非常にでこぼこしていまして、これではトラクターも入らないか

ら農地ではないのではないかと話して、再度、きれいにしていただきました。きのう午

後、確認しましたら、非常にきれいに整地されて、原状回復になっていましたので、特

に問題はないのではないかなと思います。 
ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
以上です。 

議長（八木会長） 
続きまして、収受番号５－１０４０については、津久井地区担当委員さん、お願いい

たします。 
９番（市川委員） 

この場所は水田、田ですけれども、下水道工事のための一時転用ということで、片側

に水路があって、あとはブロック等に囲まれている土地であります。下水道工事のため

の駐車場にするということで問題ないかと思います。 
よろしくご審議ください。 

議長（八木会長） 
これより質疑に入ります。 

１０番（小林委員） 
収受番号５－１６は、私がやっている畑に近いんですけれども、リサイクル業で、駐

車場及び資材置き場ということですが、車両の出入り口はどちら側になるのかを教えて

ほしいのが１点。 
あと、地図を見ますと、国道１２９号の上溝バイパス側へ出る反対側の細い道は、新

宿小学校の児童の通学路になっています。私自身もその右側の土地でやっていますけれ

ども、登下校時間は、かなり気を使って、できるだけ通らないようにはしています。道

幅も狭く、普通の車１台が通れるぐらいです。 
事務局（伊藤担当課長） 

出入り口につきましては、案内図でいいますと、矢印がある狭いほう、今言われてい

た通学路のほうからになります。ただ、農地転用の許可をとらないと土地をいじれない

ので、一応、今回の計画では、この細い道のほうからの出入り口としておりますが、今

後の計画では、国道１２９号線側もちょっと段差がありますので、それを切り崩すよう

な形で、行く行くは国道側からの出入りにしたいという計画にはなっていると聞いてお

ります。 
１０番（小林委員） 

登下校時、新宿小学校の児童は道に広がって歩いていまして、かなり危険を伴います

ので、バイパス側から出入りしていただけるとありがたいです。 
ちなみに、駐車場にとめる車は、どれぐらいの大きさというか、トラックでいうと何

トンとか、わかりましたら教えてほしいんですけれども。 
事務局（伊藤担当課長） 
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トラックが２台、社員用車両が２台、来客用が２台、販売用の車両も置くということ

で、それが７台分となります。入れかわり立ちかわりだと思うんですが、予定では、そ

のような台数が動く形になります。 
１０番（小林委員） 

かなり台数が多く出入りするということであれば、より一層、バイパスのほうに入り

口を設けるように、申請者に言っていただければと思います。 
事務局（伊藤担当課長） 

当面は通学路のほうになるかと思いますが、市から許可がおりれば、通行については

十分注意するよう、あわせて伝えるようにいたします。 
議長（八木会長） 

ほかによろしいですか。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

それでは、採決をさせていただきます。 
議案第６６号について、原案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 
 

全員挙手 

 
議長（八木会長） 

挙手全員。 
よって日程７議案第６６号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程８ 議案第６７号 農用地利用集積計画の決定について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程８議案第６７号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、１２ページをご覧ください。議案を朗読いたします。 
議案第６７号 農用地利用集積計画の決定について。別紙農用地利用集積計画整理番

号３１－２１９及び３１－１０６８から３１－１０７６は、農業経営基盤の強化の促進

に関する基本構想の利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件に適合しているので、

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を決定する

ものとする。令和元年１２月２６日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、１３ページから１６ページをご覧ください。 
本議案については、地権者と耕作者との相対での利用権設定のものです。 
１３ページの整理番号３１－２１９は本庁管内で、期間満了に伴う更新の申請で、

１件、４筆、３４００㎡です。 
以上で本庁分を終わります。 

事務局（松島所長） 
続きまして、津久井事務所管内の９件につきまして、ご説明いたします。 
整理番号３１－１０６８は、経営規模拡大のため、新たに利用権を設定するものです。

案内図は１５ページをご覧ください。契約期間は５年、件数は１件、１筆、面積は

８４６㎡です。 
続きまして、整理番号３１－１０６９は、経営規模拡大のため、新たに利用権を設定

するものです。案内図は１６ページをご覧ください。契約期間は３年です。件数は１件、

１筆、面積は９２５㎡です。 
続きまして、整理番号３１－１０７０は、経営規模拡大のため、新たに利用権を設定

するものです。案内図は１７ページをご覧ください。契約期間は３年です。件数は１件、

２筆、面積は１,０４１㎡です。 
続きまして、３１－１０７１から１０７５は、経営規模拡大のため、新たに利用権を

設定するものです。案内図は１８ページをご覧ください。契約期間は３年です。件数は

５件、７筆、面積は６,２００㎡です。 
整理番号３１－１０７６は、新規就農に伴い、新たに利用権を設定するものです。案

内図は１９ページをご覧ください。契約期間は３年です。件数は１件、３筆、面積は３,
１８９㎡です。 

補足説明いたしますと、３１－１０６８ですが、４１歳の男性で、現在、三ヶ木の農

地９筆、５,１３３㎡を利用権設定して、露地野菜等を栽培しております。 
３１－１０６９は、７１歳の男性で、所有農地は青野原に３筆、１,３３７㎡で、露

地野菜の栽培をしておる方です。 
３１－１０７０ですが、６６歳の男性で、所有農地１筆、６８３㎡のほか、寸沢嵐、

大島などで、農地１１筆、１１,７４４㎡で耕作しております。今回の利用権設定農地
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では、水稲の栽培を予定しております。 
３１－１０７１から１０７５ですが、３７歳の女性で、現在、寸沢嵐を含めて、農地

７筆、合計４,４５３㎡で利用権設定して、果樹や露地野菜の栽培をしております。今

回の利用権設定農地は、従来、合同会社のＳＯＲＡＴＡＮＥというところが利用権設定

して耕作していたところですが、代表者の方が亡くなりまして、その農地をこの方が引

き続き耕作することになったものでございます。 
３１－１０７６ですが、３５歳の男性で、レストランの料理長の経歴を持っておられ

まして、料理人の需要に応えた農作物を中心に多品目の栽培を予定しておりまして、ト

ウガラシ、ハーブなどの栽培を行いたいということで聞いております。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
それでは、採決をさせていただきます。 
議案第６７号について、原案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 
 

全員挙手 

 
議長（八木会長） 

挙手全員。 
よって日程８議案第６７号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程９ 議案第６８号 農用地利用集積計画の決定について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程９議案第６８号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をいた

させます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、１７ページをご覧ください。議案を朗読いたします。 
議案第６８号 農用地利用集積計画の決定について。別紙農用地利用集積計画整理番

号３１－２２０から３１－２５２は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の利

用権の設定等を受ける者の備えるべき要件に適合しているので、農業経営基盤強化促進

法第１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を決定するものとする。令和元年

１２月２６日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、１８ページから２９ページをご覧ください。 
本議案は、地権者から旧農地利用集積円滑化団体である相模原市農協が借り受けるた

めのものです。１８ページの３１－２２０から２０ページの３１－２２２までは新規の

申請で、３件、１０筆、７,８９５㎡でございます。 
２０ページの３１－２２３から２９ページの３１－２５２までは、期間満了に伴う更

新の申請で、３０件、４３筆、３９,１２８㎡でございます。合計３３件、５３筆で、

面積は４７,０２３㎡でございます。 
なお、次に読み上げる５件の農地については、相模原市農協が中間保有します。 
まず、２０ページ、整理番号３１－２２２の１筆、２,７１６㎡のうち１,０５１㎡、

同じく２０ページの３１－２２６の１筆、２,１１３㎡、続いて、２１ページの整理番

号３１－２２７の１筆、２,２１５㎡のうち１,５１５㎡、同じく２１ページの整理番号

３１－２３０の１筆、３７０㎡、２８ページの整理番号３１－２５０の１筆、９７７㎡、

以上の５件、５筆、６,０２６㎡です。 
また、この後の議案第６９号の説明では、旧農地利用集積円滑化団体である相模原市

農協については、相模原市農協と説明を省略させていただきます。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
それでは、採決をさせていただきます。 
議案第６８号について、原案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 
 

全員挙手 
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議長（八木会長） 
挙手全員。 
よって日程９議案第６８号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程１０ 議案第６９号 農用地利用集積計画の決定について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程１０議案第６９号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をい

たさせます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、３０ページをご覧ください。議案を朗読いたします。 
議案第６９号 農用地利用集積計画の決定について。別紙農用地利用集積計画整理番

号３１－２５３から３１－２７０は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の利

用権の設定等を受ける者の備えるべき要件に適合しているので、農業経営基盤強化促進

法第１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を決定するものとする。令和元年

１２月２６日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、３１ページから４５ページをご覧ください。 
本議案は、相模原市農協が地権者から借り受けた農地を耕作者に貸し出すものです。

件数は１８件、６１筆、面積は５５,７８８㎡です。 
３１ページの整理番号３１－２５３から３２ページの３１－２５４までは新規の申

請で、９筆、６,８４４㎡です。 
３２ページの整理番号３１－２５５の１筆、９９１㎡は、相模原市農協が中間保有し

ている農地を新たに耕作者に貸し出すもので、新規扱いとなります。 
また、３９ページの整理番号３１－２６５の３筆、２,１４５㎡は、相模原市農協が

中間保有している農地を、新たに耕作者に貸し出すもので、こちらも新規扱いとなりま

す。 
４５ページの整理番号３１－２７０の３筆、６６０㎡は、耕作者の変更があり、新規

扱いとなります。 
このほかは期間満了に伴う更新の申請です。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
それでは、採決をさせていただきます。 
議案第６９号について、原案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 
 

全員挙手 

 
議長（八木会長） 

挙手全員。 
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よって日程１０議案第６９号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程１１ 議案第７０号 農用地利用配分計画の作成について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程１１議案第７０号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をい

たさせます。 
事務局（松島所長） 

それでは、４６ページをご覧ください。議案を朗読いたします。 
議案第７０号 農用地利用配分計画の作成について。別紙利用配分計画整理番号

３１－１００４は、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定により、

令和元年１２月３日付で相模原市長から意見を求められたので同意するものとする。令

和元年１２月２６日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、４７ページをご覧ください。案内図は２５ページをご覧ください。 
整理番号３１－１００４は、農地中間管理機構の指定を受けている公益社団法人神奈

川県農業公社が事業者に貸し出しを行う利用配分計画の案件で、相模原市長から農業委

員会の意見を求められているものです。事業者は、事業拡大のため、農地を確保するも

のです。件数は１件、８筆、面積は４,８６１㎡です。 
補足いたしますと、この農地は、もともと平成２７年１２月に公社が利用権を設定し

ていましたが、前の耕作者が平成３０年３月に合意解約をして、それ以来、中間保有の

状態だった農地で、ここで新しい耕作者が耕作することになったものでございます。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
それでは、採決をさせていただきます。 
議案第７０号について、原案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 
 

全員挙手 

 
議長（八木会長） 

挙手全員。 
よって日程１１議案第７０号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程１２ 議案第７１号 農地利用最適化推進委員の辞任について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程１２議案第７１号を議題に供します。事務局に議案の朗読及び説明をい

たさせます。 
事務局（一之瀬総括副主幹） 

それでは、４８ページをご覧ください。議案を朗読いたします。 
議案第７１号 農地利用最適化推進委員の辞任について。令和元年１２月３１日付け

をもって、相模原市農地利用最適化推進委員を辞任したい旨の願いが相模原市農業委員

会会長あてに提出されたので、農業委員会等に関する法律第２３条の規定による同意を

するものとする。辞任しようとする者 氏名 嶋村淸明、担当区域 南区、辞任の理由 

一身上の都合、令和元年１２月２６日提出。相模原市農業委員会会長。 

本件につきましては、南区担当の嶋村淸明農地利用最適化推進委員から、一身上の都

合により辞職願が会長宛てに提出されたことに伴うものです。農業委員会等に関する法

律第２３条では、農業委員会の同意を得て辞任することができると規定されております

ことから、その同意を得るために提案するものでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
 

質疑なし 

 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
それでは、採決をさせていただきます。 
議案第７１号について、原案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 
 

全員挙手 

 
議長（八木会長） 

挙手全員。 
よって日程１２議案第７１号については、原案のとおり決定いたしました。 
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日程１３ 報告第６０号 農地法第５条許可申請取り下げ願いについて 

 
議長（八木会長） 

続きまして、報告案件に移ります。 
日程１３報告第６０号について、事務局に報告事項の朗読及び説明をいたさせます。 

事務局（伊藤担当課長） 
それでは、４９ページをご覧ください。朗読いたします。 
報告第６０号 農地法第５条許可申請取り下げ願いについて。別紙農地の転用を伴う

所有権移転等許可申請収受番号５－９は、申請人からの取り下げ願いが提出されたので、

報告する。令和元年１２月２６日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、５０ページをご覧ください。案内図は２６ページをご覧ください。 
該当する農地は、先月開催の第９回総会でご審議いただき、許可相当と承認いただい

た田名の畑、１筆、１,９８３㎡で、取り下げ理由といたしましては、特定農地貸付に

関する農地法等の特例に関する法律により、相模原市農協が開設している市民農園であ

り、相模原市農協との契約解除手続に時間を要するためです。このため、許可日の前日

であります１２月２日付で、農地法第５条の転用許可申請取り下げ願いを提出したもの

です。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。ただいまの報告について、ご発言がございましたら、お願いい

たします。 
６番（阿部委員） 

この案件は、市民農園として、農協の関係、特定農地貸し付けの関係でわかったとい

うことで、こういうことがあってはいけないので、事務局に、事前の調査、それから、

聞き取りをしてもらう、関係部署、当然、農協も迷惑をこうむるわけでございますので、

今後、しっかり調査していただきたい。このようなことのないようにお願いしたいと一

言申し上げておきたいということで話をさせていただきました。 
以上です。 

議長（八木会長） 
ほかにご発言ございますか。 

議長（八木会長） 
よろしいですか。 
以上で日程１３報告第６０号を終わります。 
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日程１４ 報告第６１号 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明に

ついて 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程１４報告第６１号について、事務局に報告事項の朗読及び説明をいたさ

せます。 
事務局（一之瀬総括副主幹） 

それでは、５１ページをご覧ください。朗読をいたします。 
報告第６１号 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について。生産緑地法第

１０条の規定に基づいて買い取り申し出する生産緑地につき、別紙の買い取り申し出事

由の生じた者が農業の主たる従事者に該当することを認め、生産緑地に係る農業の主た

る従事者の証明書の発行について、相模原市農業委員会事務専決規程第４条第１項第

２号の規定により専決処理したので、同条第２項の規定により報告する。令和元年

１２月２６日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、次の５２ページをご覧ください。 
証明番号２－１２につきましては、中央区横山台に所在の生産緑地１,８５２㎡の農

業の主たる従事者が、平成３０年９月に死亡したことに伴うものです。 
証明番号２－１４につきましては、緑区相原に所在の生産緑地１,２３０㎡の農業の

主たる従事者が、令和元年１０月に故障したことに伴うものです。 
双方とも、当該地の買い取り申し出をするため、申し出者より主たる従事者の証明願

の提出があったものです。このことにつきまして、ご家族、ご本人及び近隣の方々から

事情を聞きまして、現地調査をしたところ、買い取り申し出事由の生じた者は農業経営

に従事してきたことが確認されましたため、地区農業委員さんのご意見を伺いまして、

証明番号２－１２は１１月１３日付で、証明番号２－１４は１２月６日付で証明書を発

行いたしました。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。ただいまの報告について、ご発言がございましたら、お願いい

たします。 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
以上で日程１４報告第６１号を終わります。 

 



 31 

日程１５ 報告第６２号 農地所有適格法人の報告について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程１５報告第６２号について、事務局に報告事項の朗読及び説明をいたさ

せます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、５３ページをご覧ください。朗読いたします。 
報告第６２号 農地所有適格法人の報告について。農地法第６条の規定により、別紙

のとおり農地所有適格法人報告書が提出されたので報告する。令和元年１２月２６日提

出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、５４ページをご覧ください。 
有限会社ホソヤファームから報告書の提出があり、農地所有適格法人としての法人形

態要件、事業要件、議決権要件、経営責任者に関する要件の全てを満たしております。

報告書につきましては、５５ページから５７ページをご覧ください。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。ただいまの報告について、ご発言がございましたら、お願いい

たします。 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
以上で日程１５報告第６２号を終わります。 
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日程１６ 報告第６３号 非農地証明書の発行について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程１６報告第６３号について、事務局に報告事項の朗読及び説明をいたさ

せます。 
事務局（松島所長） 

それでは、５８ページをご覧ください。報告議案を朗読します。 
報告第６３号 非農地証明書の発行について。別紙の土地につき、非農地証明書交付

に関する事務処理要領により非農地であることを確認し、証明書の発行について、相模

原市農業委員会事務専決規程第４条第１項第２号の規定により専決処理したので、同条

第２項の規定により報告する。令和元年１２月２６日提出。相模原市農業委員会会長。 
それでは、５９ページをご覧ください。 
今回の非農地証明書の報告は、本庁管内、津久井事務所管内、合計５件です。 
非農地の状況の内訳としましては、資材置き場が２筆、山林が２筆、境内地が３筆、

合計５件、７筆で、３,１９５㎡です。いずれも神奈川県が定める農地法の適用を受け

ない土地に係る運用指針に基づき、非農地証明書を発行いたしました。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。ただいまの報告について、ご発言がございましたら、お願いい

たします。 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
以上で日程１６報告第６３号を終わります。 
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日程１７ 報告第６４号 国税徴収法による売却に係る農地等の現況照

会に対する調査結果の報告について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程１７報告第６４号について、事務局に報告事項の朗読及び説明をいたさ

せます。 
事務局（松島所長） 

それでは、６０ページをご覧ください。報告議案を朗読いたします。 
報告第６４号 国税徴収法による売却に係る農地等の現況照会に対する調査結果の

報告について。相模原市農業委員会事務専決規程第６条第１項第２号の規定により、別

紙農地に係る照会事案について調査結果を専決処理し、東京国税局長に対し報告したの

で、第６条第２項の規定により報告する。令和元年１２月２６日提出。相模原市農業委

員会事務局長。 
それでは、６１ページをご覧ください。 
番号１００２は、東京国税局より照会を受けた土地、１件、３筆です。１１月６日に

地区担当委員の加藤委員さんと現地を調査しました。現地の状況につきましては、牧野

７０３３番の３及び７５６７番の２は山林、また、牧野７１３９番は、台風１９号の影

響により崩落し、再生途上にあることを確認しましたことから、３筆とも非農地である

旨、１１月１４日付で回答したものでございます。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。ただいまの報告について、ご発言がございましたら、お願いい

たします。 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
以上で日程１７報告第６４号を終わります。 
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日程１８ 報告第６５号 地目変更登記に係る農地等の現況照会に対す

る調査結果の報告について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程１８報告第６５号について、事務局に報告事項の朗読及び説明をいたさ

せます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、６２ページをご覧ください。朗読いたします。 
報告第６５号 地目変更登記に係る農地等の現況照会に対する調査結果の報告につ

いて。相模原市農業委員会事務専決規程第６条第１項第２号の規定により、別紙農地に

係る照会事案について調査結果を専決処理し、横浜地方法務局相模原支局登記官に対し

報告したので、第６条第２項の規定により報告する。令和元年１２月２６日提出。相模

原市農業委員会事務局長。 
それでは、６３ページをご覧ください。横浜地方法務局相模原市支局より、１１月

２５日付で紹介を受けた本庁管内の土地、１件、２筆と、１１月２６日付で紹介を受け

た津久井事務所管内の土地、１件、１筆です。 
番号３６は、市街化区域で、平成３１年に農地転用届け出済みの土地のため、航空写

真及び事務局の現地調査により、１２月５日に雑種地であることを確認いたしました。 
番号１００２は、１２月４日に地区担当委員さんと現地調査し、山林であることを確

認いたしました。 
本件は、いずれも原状回復命令を発する予定はなしとして、それぞれ１２月６日付と

１２月９日付で回答したものです。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。ただいまの報告について、ご発言がございましたら、お願いい

たします。 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
以上で日程１８報告第６５号を終わります。 
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日程１９ 報告第６６号 相続等による農地の権利取得届出の受理の報

告について 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程１９報告第６６号について、事務局に報告事項の朗読及び説明をいたさ

せます。 
事務局（伊藤担当課長） 

それでは、６４ページをご覧ください。朗読いたします。 
報告第６６号 相続等による農地の権利取得届出の受理の報告について。相模原市農

業委員会事務専決規程第７条第１号及び第８条第１号の規定により、別紙相続等による

農地の権利取得届出の受理を専決処理したので、第６条第２項の規定により報告する。

令和元年１２月２６日提出。相模原市農業委員会事務局長。 
それでは、６５ページをご覧ください。 
今回の届け出件数は、本庁管内の２件、２筆と、津久井事務所管内の２件、９筆でご

ざいます。現況が農地の筆につきましては、農業委員会によるあっせんの希望はござい

ませんでした。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。ただいまの報告について、ご発言がございましたら、お願いい

たします。 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
以上で日程１９報告第６６号を終わります。 
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日程２０ 報告第６７号 市街化区域内農地の転用届出の受理の報告に

ついて 

 
議長（八木会長） 

続いて、日程２０報告第６７号について、事務局に報告事項の朗読及び説明をいたさ

せます。 
事務局（伊藤担当課長） 

６６ページをご覧ください。朗読いたします。 
報告第６７号 市街化区域内農地の転用届出の受理の報告について。相模原市農業委

員会事務専決規程第７条第２号及び第８条第２号の規定により、別紙農地の転用に係る

届出の受理を専決処理したので、第６条第２項の規定により報告する。令和元年１２月

２６日提出。相模原市農業委員会事務局長。 
それでは、６７ページから６８ページをご覧ください。 
第４条の届け出件数は、本庁分のみで、８件、１５筆です。 
続いて、６９ページから７３ページをご覧ください。 
第５条の届け出件数は、本庁分及び津久井事務所分を合わせて、２９件、４２筆です。 
以上で説明を終わります。 

議長（八木会長） 
説明が終わりました。ただいまの報告について、ご発言がございましたら、お願いい

たします。 
議長（八木会長） 

よろしいですか。 
以上で日程２０報告第６７号を終わります。 
以上をもちまして、相模原市農業委員会第１０回総会を終了いたします。 


