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藤 沢 市 農 業 委 員 会



1

藤 沢 市 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録

　藤沢市農業委員会総会を令和２年１０月２６日（月）本庁舎５階５－１会議室・５－

２会議室に招集する。

出席委員は、次のとおり

　２番 三　上　健　一 １５番 落　合　喜　治

　３番 井　出　茂　康 １６番 北　村　利　夫

　４番 齋　藤　義　治 １７番 吉　川　　　誠

　５番 小　林　正　幸 １８番 櫻　井　一　雄

　６番 飯　田　芳　一 １９番 宮　治　時　男

　７番 上　田　洋　子 ２０番 佐　川  俊　夫

　８番 加　藤　義　一 ２１番 佐　藤　智　哉

　９番 　　田　代　惠美子 ２２番 澤　野　孝　行

１０番 吉  原　　  豊 ２３番 平　川　勝　昌

１１番 山　口　貞　雄 ２４番 神　﨑　享　子

１２番 加　藤　　　登 ２５番 福　岡　則　夫

１３番 西　山　弘　行

１４番 漆　原　豊　彦

欠席委員は、次のとおり

１番 井　上　哲　夫

農業委員会事務局職員の出席は、次のとおり

事務局長 嶋 田 勝 弘　　主幹 草　柳　真　治　　　　　　主幹補佐 福　岡　信　二

主　任 森　 大　晃
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委員会の日程は、次のとおり

日程第　１　議案第 ４９号  農地法第４条の規定による許可申請について

日程第　２　議案第 ５０号  農地法第５条の規定による許可申請について

日程第　３　議案第 ５１号  農地法第５条の規定による許可申請の取消について

日程第　４　議案第５２号  農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定の申し出に

ついて

日程第　５　議案第 ５３号　農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法に基

づく農用地利用集積計画の決定について

日程第　６　議案第 ５４号　相続税の納税猶予に関する適格者証明願について

日程第　７　議案第 ５５号　相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認に

ついて

日程第　８　議案第 ５６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

日程第　９　議案第 ５７号　非農地証明願について

日程第１０　報告第 １３号　藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告につ

いて
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開会　午後２時３３分

事務局（嶋田勝弘事務局長）　お待たせしました。定刻を若干過ぎましたけれども、

ただいまから「藤沢市農業委員会 １０月総会」を開催いたします。

本日の委員の出席状況を申し上げます。委員総数２５名、出席者２４名でご

ざいます。

　まず初めに、齋藤会長から御挨拶をお願いいたします。

会長（齋藤義治委員）　皆様、こんにちは。委員の皆様におかれましては、大変お忙

しい中をお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。

　　　　新型コロナウイルスは、いまだに終息する様子はございませんが、季節は夏

から秋へと確実に変わってきております。

秋になりますと、各地からいろいろな収穫の情報が寄せられますけれども、

今年の新米のニュース、あるいは新米のコマーシャルが流れているようでござ

いますが、今年はいつもとちょっと違っているような感じでございまして、報

道によりますと、来年は５６万トンぐらい作付けを減らさなければいけないの

ではないかと言われるぐらいに、米がかなり余っているようでございます。５６

万トンと言いますと、ちょうど北海道の生産量に匹敵するほどの量を、来年は

減反をしなければいけないということが報道されておりました。

それに伴って米の価格もかなり下がっております。国では、今年、来年とか

なりの農作物の輸出を考えているようでございますけれども、米を外国に持っ

ていくことは論理的には考えられるのですが、実質的には価格が全然合わない

そうです。たとえ米を外国に輸出したとしても、外国では価格競争に完全に負

けておりますので、売れないことが実証されております。

ですから、余っている米をどうするのかということも、これからの農業政策

の一つの大きな課題になろうかと思います。コロナの関係で、いろいろな方面

でいろいろな影響が出ております。

新しく「スマート農業」ということも言われておりますが、そうした中で、

これからの農業についていろいろ考えていかなければいけない今日この頃でご
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ざいます。

それでは、ただいまから１０月の総会を開会させていただきます。よろしく

御協力のほどをお願い申し上げまして、挨拶にかえさせていただきます。

事務局（嶋田勝弘事務局長）　ありがとうございました。

　これより議事に入りますが、藤沢市農業委員会総会会議規則第５条の規定に

基づき、齋藤会長に議長をお願いいたします。

　よろしくお願いします。

議長（齋藤義治委員）　それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。

　なお、本会議を公開することに御異議はございませんか。

「異議なし」の声多数

議長（齋藤義治委員）　事務局、本日の傍聴人はいらっしゃいますか。

事務局（福岡信二主幹補佐）　いいえ、いらっしゃいません。

議長（齋藤義治委員）　はい。

それでは、これより会議を開きます。

　なお、議事録署名人につきましては、議席番号順により、６番の飯田芳一委員

と７番の上田洋子委員の御両名にお願いをいたします。

これより議事に入ります。

日程第１、議案第４９号「農地法第４条の規定による許可申請について」を

上程いたします。

事務局の説明を求めます。

森 主任。

事務局（森  大晃主任）　それでは、「農地法第４条の規定による許可申請につい

て」、議案説明をしてまいります。

地区、六会・長後。番号１。申請人、住所氏名、記載のとおり。経営面積、５６

ａ。耕作者、住所氏名、同左人。当該農地、地番、西俣野字窪河内、１筆。地

目、田現況畑。地積、４７２㎡のうち０．２１㎡。転用目的、一時転用、営農

型太陽光発電設備。立地基準、農用地区域内農地。期間、許可日から３年間。

事務局からは、以上になります。
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議長（齋藤義治委員）　事務局の説明が終わりました。

それでは、番号１について意見を求めます。

６番、飯田委員。

６番（飯田芳一委員）　本件につきましては、当該地に営農型太陽光発電設備を設置

するため、平成２９年１０月の総会において承認され、平成２９年１１月１７

日付で神奈川県知事から農地転用許可を受けたものです。

一時転用の当初許可日から許可期間である３年を迎えることから、再度、農

地転用許可申請書が提出されたものです。

　　　　資料は１ページをお開きください。

　　　　太陽光パネルの下部の農地では、日光を余り必要としない作物であるミョウ

ガを栽培していましたが、腐敗病や台風被害により作付け作物を本榊に変更す

るとのことです。

当該地につきましては、農用地区域内にある農地であり、原則転用不可とな

っておりますが、本件は、農地に支柱を立てて営農を継続しながら農地の上部

空間に太陽光パネルを設置するものであり、例外的に転用可能な事業に該当す

るものです。

本事業は、営農の適切な継続が前提となることから、申請人に対し、営農計

画どおりの作付け・肥培管理が行われない場合には太陽光パネルの撤去命令に

従うこと、国の取扱通知に基づき、農作物の収穫量や売上高等について毎年必

ず報告すること、一時転用期間満了時には再度一時転用許可申請を行うことな

どについて指導しております。

現地については、令和２年１０月１９日に、地区委員の私、飯田と、事務局

の森さんで立会いまして現地の確認をいたしました。申請どおり営農型太陽光

発電設備が設置されていることを確認しています。

地区協におきましては、申請人及び申請人の代理人と面談し、改めて太陽光

パネルの下部の農地において、適切な作付け・肥培管理を行うことについて指

導いたしました。

　　　　以上です。
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議長（齋藤義治委員）　他に意見はございませんか。

　　　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

――　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

―

議長（齋藤義治委員）　ないようでございますので、採決をいたします。

議案第４９号について、承認することに御異議はございませんか。

「異議なし」の声多数

議長（齋藤義治委員）　それでは、議案第４９号について、承認することに決定をい

たします。

次に移ります。

　日程第２、議案第５０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。

　事務局の説明を求めます。

森 主任。

事務局（森 大晃主任）　「農地法第５条の規定による許可申請について」、議案説明

をしてまいります。

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、

住所氏名、記載のとおり。経営面積、３ａ。耕作者、住所氏名、記載のとおり。

当該農地、地番、用田字中根松、２筆。１筆目が地目、畑。地積、３５９㎡。２筆目

が地目、畑。地積、３３０㎡。２筆合計６８９㎡。内容、所有権移転。転用目

的、資材置場及び駐車場。農用地区域除外日、１筆目が昭和５９年４月２０日。

２筆目が、当所より。農地種別、第３種農地。

続きまして、地区、六会・長後。番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。

譲渡人、住所氏名、記載のとおり。経営面積、４１ａ。耕作者、同左人。当該

農地、地番、円行字馬渡、１筆。地目、田現況畑。地積、１８１㎡。内容、賃

借権設定。転用目的、車両置場。農用地区域除外日、平成９年５月１４日。農

地種別、第３種農地。

地区、六会・長後。番号３。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住
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所氏名、記載のとおり。経営面積、１９ａ。耕作者、住所氏名、同左人。当該

農地、地番、長後字上谷台、１筆。地目、畑。地積、１，９４４㎡。内容、所

有権移転。転用目的、資材置場。農用地区域除外日、当初より。農地種別、第３種

農地。

事務局からは、以上になります。

議長（齋藤義治委員）　事務局の説明が終わりました。

　　　　それでは、番号１について意見を求めます。

　　　　１６番、北村委員。

１６番（北村利夫委員）　本件の申請地につきましては、目久尻川にかかる「道庵橋」

から東に約３００ｍの土地になります。

　　　　資料は３ページをお開きください。

　　　　農地の区分は、住宅の用もしくは事業の用に供する施設又は公共施設もしく

は公益的施設に隙間なく囲まれており、一団の農地の面積が当該地区の下限面

積を満たしていないため、「第３種農地」と判断いたしました。

　　　　譲受人は、個人事業主として造園業を営んでおり、これまで賃借していた資

材置場を、貸主の都合により返却せざるを得なくなり、新たに適地を探してお

りました。

また、駐車場も別の場所に借りており、効率化を図るため、このたび１か所

に集約するものです。

自宅兼事務所が隣接しているため、申請地が該当したとのことです。

申請地は、北側及び西側が資材置場、東側が道路、南側は自宅及び畑になっ

ております。

南側の畑及び東側の道路を除く隣接地は、既設のブロック積み３段～６段が

設置されております。

南側の畑とは高低差が約７０ｃｍあり、南側が低くなっております。ＣＰ型枠

擁壁で高低差分の土留めをし、さらに地上高３０ｃｍ程度で土砂等の流出を防

ぎます。

敷地内は、転圧及び砕石敷きとし、雨水については、敷地内自然浸透処理と
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します。

　　　　地区協においては、譲受人及び代理人と面談し、南側に残る農地に十分配慮

することなどについて指導しました。

　　　　以上です。

議長（齋藤義治委員）　他に意見はございませんか。

　　　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

――　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

―

議長（齋藤義治委員）　ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。

９番、田代委員。

９番（田代惠美子委員）　本件の申請地につきましては、亀井野二本松線「石川山田」

の交差点から東に４５０ｍの土地になります。

　　　　資料は５ページをお開きください。

　　　　農地の区分は、前面が建築基準法上の道路であり、水道管及び下水道管が埋

設されており、近隣には山田公園と東山田公園があるため、「第３種農地」と

判断いたしました。

　　　　譲受人は、中古車の買取り・販売・輸出を行っており、事業規模拡大に伴い、

本申請地の隣接地に設けている車両置場だけでは手狭になることから、適地を

探していました。

本申請地は、現車両置場の隣接地のため作業効率がよくなり、土地の形状が

長方形であり車両の配置もしやすいため、転用の上、敷地の拡張を行うもので

す。

申請地は、北側及び西側が道路、東側が車両置場、南側が宅地になっており

ます。

出入り口は北西面で、それ以外の北側及び西側の部分及び東側の車両置場と

の間については、単管パイプ及び地上高６０ｃｍになるよう安全鋼板を設置し、

土砂等の流出を防ぎます。
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南側の宅地との間には、既設のコンクリートブロックがありますので、これ

を利用し被害防除とします。

敷地内は、砂利敷きして転圧処理をし、雨水については、敷地内浸透処理と

します。

　　　　地区協においては、譲受人の代理人と面談し、近隣の住宅等に影響がないよ

う十分配慮することなどについて指導しました。

　　　　以上です。

議長（齋藤義治委員）　他に意見はございませんか。

　　　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

――　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

―

議長（齋藤義治委員）　ないようでございますので、続きまして、番号３について意

見を求めます。

２０番、佐川委員。

２０番（佐川俊夫委員）　本件の申請地につきましては、引地川にかかる「大山橋」

から北西に約６３０ｍの土地になります。

　　　　資料は７ページをお開きください。

　　　　農地の区分は、前面が建築基準法上の道路であり、水道管及び雨水管が埋設

されており、近隣には市立上谷公園と下福田南なかよし公園があるため、「第

３種農地」と判断いたしました。

　　　　譲受人は、綾瀬市で土木建設業を営んでおり、これまでは資材を必要量だけ

購入し、現場に仮置きするか、知人の置場を一時的に借りてきましたが、スト

ックができず、臨機応変に対応することが困難でした。

作業効率をよくするため、年間の資材必要量などを考慮し、適地を探してい

たところ、当該地が事務所から近く、業務エリアの各方面にアクセスしやすい

当該地が該当したとのことです。

申請地は、南側及び東側が道路になっており、東側道路に面して出入り口を

２か所設け、敷地内通路で結びます。
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北側は畑、西側は畑及び宅地となっております。

出入り口を除き地上高４０ｃｍになるよう単管と鋼板を設置し、土砂等の流

出を防ぎます。

　　　　敷地内は砕石敷きとし、雨水については、敷地内浸透処理とします。

　　　　なお、特定都市河川の区域になっているため、敷地内の東側に雨水トレンチ

を設置することを県に申請しております。

地区協においては、譲受人の代理人と面談し、周辺に残る農地等に影響がな

いよう十分配慮することなどについて指導しました。

　　　　以上です。

議長（齋藤義治委員）　他に意見はございませんか。

　　　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

――　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

―

議長（齋藤義治委員）　ないようでございますので、採決をいたします。

議案第５０号について、承認することに御異議はございませんか。

「異議なし」の声多数

議長（齋藤義治委員）　それでは、議案第５０号について、承認することに決定をい

たします。

次に移ります。

日程第３、議案第５１号「農地法第５条の規定による許可申請の取消につい

て」を上程いたします。

　　　　事務局の説明を求めます。

　　　　森 主任。

事務局（森 大晃主任）　　「農地法第５条の規定による許可申請の取消について」、

議案説明をしてまいります。

　　　　地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、

住所氏名、記載のとおり。当該農地、地番、打戻字大谷戸、２筆。１筆目が地

目、畑。地積、１，７０５㎡。２筆目が地目、畑。地積、２７８㎡。２筆合計
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１，９８３㎡。

内容、所有権移転。転用目的、堆肥舎及び乾燥処理施設。県知事許可日、平

成２６年７月１７日。許可番号、神奈川県指令湘南セ第８２３２６号。総会日、

平成２６年６月２５日。農地法第５条の許可後に、当該地域の町内会に施設整

備の説明会をしたところ、中止するよう要請を受け、施設整備を断念したため。

資料は９ページからとなります。

本件につきましては、当該地を堆肥舎及び乾燥処理施設に転用及び所有権を

移転するため、平成２６年６月の総会において承認され、平成２６年７月１７

日付で神奈川県知事から農地転用許可を受けた件について、許可取消願の申出

を受けたものです。

農地法第５条の許可後に、当該地域の町内会で当初の計画について説明会を

実施したところ、建設を中止するよう要請を受け、施設整備を断念したとのこ

とです。

その後、許可の取消手続きは行わず、令和２年９月の総会において承認され

た相続税の納税猶予に関する適格者証明願の対象地に当該地が入っていたため

調査した結果、農地法第５条転用許可済みのままであることが判明しました。

そのため、今回転用許可の取消をするものです。

なお、現地については、相続税の納税猶予に関する適格者証明願の際、９月１

５日に事務局の森と地区委員の井出委員で、農地であることを確認しておりま

す。

　　　　事務局からは、以上になります。

議長（齋藤義治委員）　事務局の説明が終わりました。

それでは、本件について意見を求めます。何かございましたらお願いをいた

します。

　　　　私から一つお尋ねをしますが、これは、多分堆肥化センターがなくなるとい

うことで、その後、個人的に堆肥舎を造ることについて許可をした記憶があり

ますけれども、出来なかったことに対するいきさつはどうなっていますか。

草柳主幹。
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事務局（草柳真治主幹）　残っている資料を見ますと、既存の施設を再整備すること

によって対応したことがわかっております。

議長（齋藤義治委員）　はい。

他に何か意見はございませんか。

農家の施設というのは、臭いですとか騒音ですとかいろいろな苦情が近隣か

ら出て、こういうことが時々あります。本来、農業を営む上で必要なこととし

てあったものが、今の時代、近隣の意見もかなり強くなっておりますので、こ

のような話を聞くことも出てきております。

何かほかにございませんか。

吉原委員どうぞ。

１０番（吉原 豊委員）　説明をしてください。

今現在は、施設は、どこにあるのでしょうか。また、現在ある場所で、周り

からの苦情は出ていないのでしょうか。

議長（齋藤義治委員）　草柳主幹。

事務局（草柳真治主幹）　場所については、同じ打戻と獺郷に施設があるようです。

実際に臭い等の苦情が今どうなっているのかという話ですけれども、正直なと

ころそこまでは把握しておりません。申しわけありません。

１０番（吉原 豊委員）　そこで苦情が来たらどうするのかという話ですよね。

議長（齋藤義治委員）　井出委員、お願いします。

３番（井出茂康委員）　その当該地は私の近所ですが、もともと違う地域から移転し

てきて始めるという方でしたけれども、その話をする前に許可が出たわけです

ね。だから、周りの人から、臭いが今まである以上に増えるのは嫌だというク

レームがすごくて、それで、もともとあるところの周りを整備して、今新しい

ものを建てて、そちらでやっていますので、その近所のほうのクレームはわか

らないのですが、自分の家の周りに場所を広げたという感じですね。

１０番（吉原 豊委員） それで収まればね。

３番（井出茂康委員）　多分収まる範囲のものを計画してうちのほうに移転してく

る予定だったようです、畜舎が古かったもので。その古かった畜舎でも、周り
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に他の家もありますし、多分苦情は出ているのだと思います。

でも、周りに何も話さずに来ようとしたので、その反発がひどかったわけで

すが、最初からの話し方次第ではどうにかなったのではないかと思いながらも、

そこはわかりませんけれども、そういう感じで、今はきちんと新しい施設を自

分の家の周りに建て直してやっておられます。

１０番（吉原 豊委員）　わかりました。

議長（齋藤義治委員）　そういうものは、近隣の承諾は必要でしょうかね。法的には

どうなのか……。

１３番（西山弘行委員）　この手のものは、大体何でもそうですけれども、許可が先

に下りていますから、反対してもどうにもならないというのが通常のパターン

だと思いますけれどもね。

３番（井出茂康委員）　既存施設も転用予定地も近所でしたけれども、それで、近所

から近所に来るのに何も事前説明がなしなのかというのでうまく行かなかった

ようですね。

議長（齋藤義治委員）　法的に規制があるものは、要するに前もって地域の承諾を得

なければいけないということが明文化されていると思いますが、そういうこと

がなければ、やはり先に許可が下りるということでしょうね。

それでは、そういうことで、今回は地域の中止の要請を受けて設備整備を中

止したということで議案として上がりましたので、よろしくお願いいたします。

何かほかにございませんか。

　　　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

――　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

―

議長（齋藤義治委員）　ないようでございますので、採決をいたします。

議案第５１号について、承認をすることに御異議はございませんか。

「異議なし」の声多数

議長（齋藤義治委員）　それでは、議案第５１号について、承認することに決定をい

たします。
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次に移ります。

　日程第４、議案第５２号「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定の申

し出について」を上程いたします。

　なお、本議案の番号６については、農業委員等の案件となっておりますので、

農業委員会等に関する法律第３１条、議事参与の制限により、対象委員はしば

らくの間、退席を願います。

［対象委員　退席］

議長（齋藤義治委員）　それでは、本議案番号６について、事務局の説明を求めます。

　　　　福岡主幹補佐。

事務局（福岡信二主幹補佐）　それでは、日程第４、議案第５２号「農業経営基盤強

化促進法に基づく利用権設定の申し出について」、番号６の説明をさせていた

だきます。

番号６は、遠藤で８５ａを耕作する委員世帯の更新借受分となっており、詳

細は記載のとおりとなっております。

なお、利用権設定を行う農地につきましては、現地確認を行い、特段問題は

ございませんでした。

以上になります。

議長（齋藤義治委員）　事務局の説明が終わりました。

　　　　それでは、番号６について意見を求めます。

　　　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

――　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

―

議長（齋藤義治委員）　ないようでございますので、採決をいたします。

議案第５２号、番号６について、承認することに御異議はございませんか。

「異議なし」の声多数

議長（齋藤義治委員）　それでは、議案第５２号、番号６について承認することに決

定をいたします。

退席している委員の入室をお願いいたします。
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［対象委員　入室］

議長（齋藤義治委員）　続きまして、番号１から番号５及び番号７から番号１１につ

いて、事務局の説明を求めます。

福岡主幹補佐。

事務局（福岡信二主幹補佐）　続けて説明をさせていただきます。番号１は、大庭を

中心に９６ａを耕作する方の更新借受分。

番号２から５は、川崎市で３９ａを耕作されている方の新規借受分で、この

たび経営規模拡大のため藤沢市に新規参入をされるものです。資料は１０ペー

ジから御覧ください。当該地では、サツマイモ等を作付けしていく予定となっ

ており、御所見・遠藤の地区協議会におきまして、御本人と面談をし、就農計

画等について確認をしております。

番号７は、亀井野を中心に８９ａを耕作する方の更新借受分。

番号８から１０は、石川を中心に４２７ａを耕作する方の新規借受分で、当

該地では、飼料用のトウモロコシを作付けしていく予定となっております。

　　最後に番号１１は、立石で７８ａを耕作する法人の更新借受分になります。

なお、利用権設定を行う農地につきましては、いずれも現地確認を行い、特

段問題はございませんでした。

説明は、以上になります。

議長（齋藤義治委員）　事務局の説明が終わりました。

　　　　それでは、番号１から番号５及び番号７から番号１１について意見を求めま

す。

福岡委員。

２５番（福岡則夫委員）　今の利用権設定の８番、９番、１０番ですけれども、借り

ることは別に問題はないのですが、飼料用作物を作るということで、利用目的

として「野菜」となっていますけれども、これは「野菜」でいいのでしょうか。

そこだけです。いいのであれば、それで構わないのですが。

事務局（福岡信二主幹補佐）　確かに利用権の利用集積申出書には、申請者から「野

菜作付け」との記載がございまして、経営形態から何を植え付けるのか何とな
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く推測はできるのですが、念のため事務局で申請者に確認をいたしまして、具

体的に「飼料用のトウモロコシ」ということで確認をしたものになります。

議長（齋藤義治委員）　「野菜」でいいですか。

事務局（福岡信二主幹補佐）　事務局では、「野菜」という記載でいいのではないか

と考えおります。

議長（齋藤義治委員）　よろしいですか。

２５番（福岡則夫委員）　いいのであれば、それで結構です。

議長（齋藤義治委員）　他に何かございませんか。

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

議長（齋藤義治委員）　それでは、ないようでございますので、採決をいたします。

議案第５２号、番号１から番号５及び番号７から番号１１について、承認を

することに御異議はございませんか。

「異議なし」の声多数

議長（齋藤義治委員）　それでは、議案第５２号、番号１から番号５及び番号７から

番号１１について、承認することに決定をいたします。

　　　　次に移ります。

　　　　日程第５、議案第５３号「農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法

に基づく農用地利用集積計画の決定について」を上程いたします。

　　　　事務局の説明を求めます。

　　　　福岡主幹補佐。

事務局（福岡信二主幹補佐）　それでは、日程第５、議案第５３号「農地中間管理事

業に係る農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定につい

て」、御説明を申し上げます。

　　　　本件につきましては、農地中間管理機構であります公益社団法人神奈川県農

業公社が、農地を貸し付けるため、農地中間管理事業の推進に関する法律第１

９条の２の規定に基づき、神奈川県知事の同意を得た上で、農用地利用集積計

画案を作成したものでございます。
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番号１は、今年の新規就農者で、宮原を中心に１８ａを耕作する方の新規借

受分で、当該地ではトウモロコシを作付けしていく予定となっております。

番号２も、今年の新規就農者で、遠藤で９ａを耕作する方の新規借受分とな

り、当該地ではブロッコリーを作付けしていく予定となっております。

　　　　説明は、以上となります。

議長（齋藤義治委員）　事務局の説明が終わりました。

　　　　それでは、本件について意見を求めます。

　　　　ここは、耕作は始まっていますか、現況はどうなっていますか。

　　　　福岡主幹補佐。

事務局（福岡信二主幹補佐）　現況ですが、まず１番の方につきましては、耕作準備

中で、現地はすごくきれいな状態となっております。

　　　　２番の方につきましても、同様に現地はすぐ耕作できる状態になっておりま

すので、総会承認後、来月から耕作に取りかかる予定となっております。

議長（齋藤義治委員）　はい。

　　　　他に何かございませんか。

　　　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

――　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

―

議長（齋藤義治委員）　ないようでございますので、採決をいたします。

議案第５３号について、承認することに御異議はございませんか。

「異議なし」の声多数

議長（齋藤義治委員）　それでは、議案第５３号について、承認をすることに決定を

いたします。

　　　　次に移ります。

　日程第６、議案第５４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。

　事務局の説明を求めます。

福岡主幹補佐。
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事務局（福岡信二主幹補佐）　日程第６、議案第５４号「相続税の納税猶予に関する

適格者証明願について」、御説明をいたします。

地区、御所見・遠藤。番号１。被相続人、住所氏名、記載のとおり。相続人、

住所氏名、記載のとおり。特例農地、地番、獺郷字雷の４筆、獺郷字中村の３

筆、獺郷字大向の３筆。地目、いずれも畑。地積、１０筆合計１万２，７７５．７８

㎡となっております。区域区分、いずれも調整区域、６筆が農用地。相続開始

年月日、令和１年１１月２２日。経営面積、１万７，０３６㎡。現地確認日、

令和２年１０月９日。

以上になります。

議長（齋藤義治委員）　事務局の説明が終わりました。

　　　　それでは、本件について意見を求めます。

　　　　２番、三上委員。

２番（三上健一委員）　本件につきましては、令和２年１０月９日に、相続人の一人

である長男と私、三上、事務局の森さんで現地確認を行いました。

　　　　現地の状況といたしましては、獺郷字雷の農地は、トマト及びパパイヤの栽

培中でした。

獺郷字中村の農地は、シラカシの栽培中及び植木の作付け準備中でした。

獺郷字大向の農地は、パパイヤの栽培中及びズッキーニの準備中であり、全

てきれいに肥培管理されておりました。

　　　　以上です。

議長（齋藤義治委員）　他に意見はございませんか。

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

議長（齋藤義治委員）　ないようでございますので、採決をいたします。

　　　　議案第５４号について、承認することに御異議はございませんか。

「異議なし」の声多数

議長（齋藤義治委員）　それでは、議案第５４号について、承認することに決定をい

たします。
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　　　　次に移ります。

日程第７、議案第５５号「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確

認について」を上程いたします。

事務局の説明を求めます。

福岡主幹補佐。

事務局（福岡信二主幹補佐）　日程第７、議案第５５号「相続税の納税猶予に係る特

例農地等の利用状況確認について」、御説明を申し上げます。

　　　　地区、御所見・遠藤。番号１。被相続人、氏名、記載のとおり。相続人、住

所氏名、記載のとおり。特例農地、地番、用田字中條の１筆。地目、田。地積、６９

４㎡。確認した農地等の利用状況等、地番、同左。地積、同左。利用状況等、

田（水稲収穫後）。相続開始年月日、平成１２年４月２０日。免除日、令和３

年２月２１日。現地確認日、令和２年１０月１９日。

以上となります。

議長（齋藤義治委員）　事務局の説明が終わりました。

　　　　それでは、本件について意見を求めます。

　　　　１６番、北村委員。

１６番（北村利夫委員）　本件につきましては、令和２年１０月１９日に地区委員の

私、北村と、相続人、事務局の伊藤さんで現地確認を行っております。

　　　　現地の状況といたしましては、用田字中條の１筆は、水稲の収穫後であり、

きれいに肥培管理されておりました。

　　　　以上です。

議長（齋藤義治委員）　他に意見はございませんか。

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

議長（齋藤義治委員）　ないようでございますので、採決をいたします。

　　　　議案第５５号について、承認をすることに御異議はございませんか。

「異議なし」の声多数

議長（齋藤義治委員）　それでは、議案第５５号について、承認することに決定をい
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たします。

次に移ります。

日程第８、議案第５６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。

　　　　事務局の説明を求めます。

森 主任。

事務局（森 大晃主任）　それでは、「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」、議案説明をしてまいります。

　地区、御所見・遠藤。番号１。買取りの申出事由の生じた者の住所及び氏名、

記載のとおり。買取り申出事由、死亡。買取り申出事由発生日、令和２年４月

１１日。農業従事者の区分、一定割合以上従事した者。申出をする者の住所及

び氏名、申出事由の生じた者との関係、記載のとおり。買取り申出をする土地、

所在及び地番、菖蒲沢字大下、１筆。地目、畑。地積、４４９㎡。仮換地面積、４２

９㎡。

本申請について、申出人への状況確認、農地台帳の従事日数（年間２２０日）

により、買取申出事由の生じた者は直近まで農作業を行っていたことが確認で

きることから、買取申出事由の生じた者は、「一定割合以上従事した者」に該

当するものと判断いたしました。

現地確認をしたところ、従前地が、現在は区画整理により造成され農地形態

がなく、仮換地指定個所も造成工事中となっていました。

申出人が管理できる生産緑地は管理していくとのことですが、本申請地は、

生産緑地を解除するのもやむを得ないと判断いたしました。

続きまして、地区、藤鵠・村岡・明治。番号２。買取りの申出事由の生じた

者の住所及び氏名、記載のとおり。買取り申出事由、死亡。買取り申出事由発

生日、令和１年７月３日。農業従事者の区分、農業の主たる従事者。申出をす

る者の住所及び氏名、申出事由の生じた者との関係、記載のとおり。買取り申

出をする土地、所在及び地番、大鋸字丸山、２筆。大鋸三丁目、１筆、合計３

筆。１筆目が地目、畑。地積、２６５㎡。２筆目が地目、畑。地積２９１㎡。３筆目
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が、地目、畑。地積、５０１㎡。３筆合計１，０５７㎡。

　本申請について、申出人へ状況を確認したところ、申出人を含め家族に農業

従事者は存在しないと話していたこと、現地は荒廃していたことから、買取り

申出事由の生じた者が主たる従事者であったものと判断し、上程しているもの

です。

事務局からは、以上になります。

議長（齋藤義治委員）　事務局の説明が終わりました。

　　　　それでは、本件について意見を求めます。

　　　　今回、生産緑地の主たる従事者ということで１番と２番が出ておりますけれ

ども、違う形の解除要請ですが、その辺の説明をお願いいたします。

　　　　草柳主幹。

事務局（草柳真治主幹）　生産緑地の主たる従事者ということで、お亡くなりになっ

たり、あるいは障がいを負ったがために耕作できなくなった方が買取り申出を

する、生産緑地の解除をする際に、農業委員会で、その方が主たる従事者であ

ったことの証明をするものですけれども、番号２にあるように、農業の主たる

従事者、これがほとんどですが、要はその方が中心になってやっていたという

ところを農業委員会が証明をする形になりますけれども、番号１にありますよ

うに、主たる従事者ではなくても一緒に農業に従事されていた方、その方が亡

くなった場合でも、一定の割合以上従事していることになれば、そういう形で

農業委員会が証明することになります。

そこで、その一定割合とはどのぐらいなのかというところにつきましては、

主たる従事者が６５歳未満である場合、１年間に従事した日数の８割以上従事

していた場合には、一定割合以上従事した者として証明することになります。６

５歳以上である場合には、７割以上ということで決められております。

以上になります。

議長（齋藤義治委員）　他に何かございませんか。

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　
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議長（齋藤義治委員）　ないようでございますので、採決をいたします。

　　　　議案第５６号について、承認することに御異議はございませんか。

「異議なし」の声多数

議長（齋藤義治委員）　それでは、議案第５６号について、承認することに決定をい

たします。

次に移ります。

　日程第９、議案第５７号「非農地証明願について」を上程いたします。

　　　　事務局の説明を求めます。

　　　　森 主任。

事務局（森 大晃主任）　それでは、「非農地証明願について」、議案説明をしてまい

ります。

　　　　地区、御所見・遠藤。番号１。申請人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、

地番、打戻字荒井、１筆。地目、畑。地積、２２７㎡。内容、昭和４２年頃よ

り自己住宅敷地の一部として利用し、自宅用倉庫を建て現在に至る。確認資料、

平成８年航空写真。現地確認日、令和２年１０月１９日。

以上になります。

議長（齋藤義治委員）　事務局の説明が終わりました。

　　　　それでは、本件について意見を求めます。

　　　　３番、井出委員。

３番（井出茂康委員）　本件の申請地につきましては、大庭獺郷線にある「打戻堂の

前」交差点から北西に約５０ｍの土地になります。

　　　　資料は１３ページをお開きください。

　　　　申請者によると、打戻字荒井の土地について、昭和４２年頃より自己住宅敷

地の一部として利用し、自宅用倉庫を建て現在に至るとのことです。

　　　　申請地は、農地の区分は、一団の農地が１０ヘクタールを超えているため、

「第１種農地」と判断いたしました。第１種農地は、原則非農地証明に該当し

ませんが、既存の施設の敷地面積の２分の１を超えない面積での拡張の場合、

例外的に非農地として証明できます。



23

当該地については、隣接する既存宅地の拡張分として要件を満たすため、非

農地を証明できるものとします。

神奈川県の「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針」に規定する非農

地の定義を全て満たしており、１０月１９日に地区委員の私、井出と、事務局

の森さんで現地調査をし、申請どおり住宅敷地の一部であり、倉庫が建ってい

ることを確認しております。

　　　　以上です。

議長（齋藤義治委員）　他に意見はございませんか。

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

議長（齋藤義治委員）　ないようでございますので、採決をいたします。

　　　　議案第５７号について、承認することに御異議はございませんか。

「異議なし」の声多数

議長（齋藤義治委員）　それでは、議案第５７号について、承認することに決定をい

たします。

　　　　次に移ります。

日程第１０、報告第１３号「藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報

告について」を上程いたします。

　　　　事務局の説明を求めます。

福岡主幹補佐。

事務局（福岡信二主幹補佐）　本件につきましては、まず１４ページが、「農地法第

３条の３第１項の規定による届出」となります。

御所見・遠藤地区が１件となっております。

続きまして、１５ページが、「農地法第４条第１項第８号の規定による転用

届出」となっております。

藤鵠・村岡・明治地区が４件となっております。

続いて、１６ページから１８ページまでが、「農地法第５条第１項第７号の

規定による転用届出」となっております。
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六会・長後地区が３件、藤鵠・村岡・明治地区が６件、合計９件となってお

ります。

説明は、以上となります。

議長（齋藤義治委員）　本件につきましては、いずれも報告事項でございますので、

お目通しの上、御質問等がございましたらお願いをいたします。

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

議長（齋藤義治委員）　ないようでございますので、報告第１３号を終了いたします。

　　　　本日予定をしておりました議事については、全て終了いたしました。

事務局から、報告事項等はございませんか。

福岡主幹補佐。

事務局（福岡信二主幹補佐）　事務局から事務連絡になりますが、お手元の資料で

「令和２年度 藤沢市農業委員会事業予定」があると思いますが、そちらを御覧

ください。

「事業予定」につきましては、７月２０日の初総会のときに一度お渡しをし

ていますが、ここで事業の日程が決定したもの、または中止が決まったものが

ございますので、今回そちらを反映しております。

まず、来月１１月ですが、一番上のところで「神奈川県農業委員会大会」を

１２日の木曜日に予定をしていましたけれども、中止が決まっております。

あと、藤鵠・村岡・明治地区の１１月の農地協議会は１１月２５日、会場は

分庁舎２階の会議室に決まりました。その下で、１１月の総会ですが、２５日の

水曜日、本庁舎の５階会議室５－１・５－２で開催をさせていただきます。

１２月ですが、湘南地区農業委員会連合会の研修会、こちらは、７月３１日に

開催を予定していましたが、コロナ禍の関係で中止になりましたので、１２月８

日、火曜日、午後２時から藤沢商工会館ミナパークの６階の多目的ホール１・２

で開催をさせていただきますので、御出席をよろしくお願いします。

その下の藤鵠・村岡・明治地区の農地協議会と総会は、１１月と一緒の扱いに

なります。
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２月の総会は、２月２５日の木曜日ですが、本庁舎の８階が会場になります

ので、お間違えのないようにお願いいたします。

事業予定につきましては、以上になります。

続きまして、この後、総会が終わりましたら、勉強会を３０分ほど行う予定

となっておりますので、よろしくお願いいたします。

以上になります。

議長（齋藤義治委員）　それでは、以上をもちまして、１０月の総会を閉会いたしま

す。

　　　　委員の皆様方におかれましては、大変長時間にわたり御審議をいただきまし

て、まことにありがとうございました。

　　

閉会　午後３時３３分
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以上のとおり相違ありません。

議　　長　　　　　　齋　藤　義　治

署名委員（　　 番）

署名委員（　　 番）


