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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３年２月２５日（木）、本庁舎８階 ８－１会議室・８－

２会議室に招集する。

出席委員は、次のとおり

　１番 井　上　哲　夫 １４番 漆　原　豊　彦

　２番 三　上　健　一

　３番 井　出　茂　康

　４番 齋　藤　義　治

　５番 小　林　正　幸

　６番 飯　田　芳　一

　７番 上　田　洋　子

　８番 加　藤　義　一

　９番 田　代　惠美子

１０番 吉  原　　  豊

１１番 山　口　貞　雄

１２番 加　藤　　  登

１３番 西　山　弘　行

欠席委員は、次のとおり

　番 　番

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  ７８号  農地法第３条の規定による許可申請について

日程第　２　議案第　７９号　買受適格証明願について

日程第　３　議案第　８０号　買受適格者に係る農地法第３条の規定による許可申

請について

日程第　４　議案第　８１号　農地法第５条の規定による許可申請について

日程第　５　議案第　８２号　農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の申

し出について

日程第　６　報告第　２０号　農地の貸借の合意解約通知について

日程第　７　議案第　８３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　８　議案第　８４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　９　議案第　８５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 １０ 議案第　８６号　非農地証明願について

日程第 １１ 報告第　２１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３０分

事務局（嶋田勝弘事務局長）　大変お待たせしました。定刻になりましたので、ただ

いまから「藤沢市農業委員会総会」を開催させていただきます。

本日の委員の出席状況を申し上げます。農業委員総数１４名、出席者１４名

でございます。出席委員数が委員総数の過半数を満たすため、本総会は成立し

ていることを報告いたします。

　それでは、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）　皆さん、こんにちは。委員の皆様方におかれましては、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。

　　　　ここのところ寒い日と暖かい日が交互に来ておりまして、本格的な春がすぐ

そこに来ているようなきょうこの頃だと思います。

そんな中でも、コロナの関係は、なかなか終息が見えて来ないというのが実

情でございますが、それによっていろいろな産業にかなりの影響が出ていると

いうことでございます。

農業に対しても、農家もかなり厳しい状況が続いているようでございます。

数カ月前に国や県の補助金ですとか補償金のようなものをいろいろ御紹介させ

ていただきまして、先日、第三次の農業関係予算の金額が出てまいりました。

これは、農業の経営継続補助金ということで５７０億円の予算が計上されまし

た。

先日、農水省のホームページを見ておりましたら、さがみ農協管内でも何人

かの人が申請をして採択されておりました。全体的には５７０億円の国の予算

ですけれども、さがみ農協では、残念ながら周知があまり徹底していなかった

のか、約５２件の申し込みしかなくて、そのうち４８件が採択されました。金

額にして４，３４９万円の補助金、５７０億円のうちの４，３４９万円しか補助

金が下りていないということでございます。

これは、いわゆる支援団体が農協なので、本来でしたら農協が各組合員の皆

様方に、こういう補助金が出ているけれども、ということで周知を徹底しなけ
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ればいけないのですが、農協に尋ねたところ、残念ながらあまり周知ができな

かったということが実情のようでございます。

ちなみに北海道などは５，０００件ぐらいの採択者がいる。何しろ５７０億

円ですから、そのうちの４，３００万円ぐらいしか受けていない。神奈川県全

体でも５４０件ぐらいの申請があって、そのうちのさがみ農協管内は５０件そ

こそこですから、いかに周知が足りなかったかということが感じられます。

その補助金で農業用の機械、トラクターやハンマーナイフなどいろいろ買っ

ているようでございますが、そういうものの買い換えには、こういうときに、

こういう補助金を使っていただきたいと思っております。

今回は１件当たり１５０万円ということで出ました。１００万円が経営継続

の補助金で、５０万円がコロナ対応の金額、合計１５０万円です。

これは、来年度以降も、多分続くかと思いますので、コロナ対応がなくなっ

ても１００万円の助成金は続くのではないかということも、その担当者は言っ

ておりましたので、機会がありましたら、こういう補助金はどんどん利用して

いただくということでお願いをしたいと思います。

それでは、２月の総会を開会いたします。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。

また、コロナの影響に配慮していただきまして、スムーズな議事進行に御協

力をよろしくお願いいたします。

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

基づきまして、齋藤会長に議長をお願いいたします。よろしくお願いいたしま

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。
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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、１４番の漆原豊彦委

員と１番の井上哲夫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７８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。

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３条の規定による許可申請について」、議案説明

をいたします。

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、３

人。所有面積、２１ａ。耕作面積、４４ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。

当該農地、地番　用田字中根松、４筆。地目、２筆が田、もう２筆が田現況畑。

地積、１筆目が４８６㎡、２筆目が２３６㎡、３筆目が４９５㎡、４筆目が６７

０㎡、４筆合計１，８８７㎡。権利の種類、所有権、売買による移転。申請理

由、譲受人、農業経営規模拡大のため。譲渡人、譲受人の要望による。

続きまして、番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、４人。所

有面積、１１３ａ。耕作面積、１１３ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。

当該農地、打戻字大仲、１筆。地目、畑。地積、１，５０４㎡。権利の種類、

所有権、売買による移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大のため。譲渡

人、譲受人の要望による。

続きまして、地区、六会・長後。番号３。譲受人、住所氏名、記載のとおり。

従事者、２人。所有面積、２６ａ。耕作面積、４６ａ。譲渡人、住所氏名、記

載のとおり。当該農地、円行字馬渡、４筆。地目、４筆全て田現況畑。地積、１筆

目、１５２㎡、２筆目、３８４㎡、３筆目、４９１㎡、４筆目、４９５㎡、４筆合計

１，５２２㎡。権利の種類、所有権、贈与による移転。申請理由、譲受人、農

業経営効率化のため。譲渡人、譲受人の要望による。
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以上です。

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。

１４番、漆原委員。

１４番（漆原豊彦委員）　本件の申請地につきましては、目久尻川にかかる「道庵橋」

から南に約４１０ｍ及び４８０ｍの土地になります。

　　　　資料は１ページをお開きください。

　　　　地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。

譲受人は、綾瀬市で露地野菜の生産・販売を中心に農業経営を行っており、

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこと

でした。

申請地については、北側の農地は現状植えられている柿を継続し、南側の農

地については、現在、田になっているため、所有権移転後、手続きの上で畑に

造成する計画です。

地区協の意見としては、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ものと考えております。

　　　　以上でございます。

議長（齋藤義治委員）　他に意見はございませんか。

　　　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

――　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

―

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。

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、遠藤宮原線にある「宇都母知

神社入口」交差点から北東に約２５０ｍの農地になります。

　　　　資料は４ページをお開きください。

　　　　地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。

譲受人は、茅ヶ崎市に在住しており、寒川町に田、茅ヶ崎市に田・畑を所有
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し、水稲及び野菜を自作しております。また、令和元年６月の総会において、

本市の農地取得が許可され、野菜を自作しております。

管理状況は良好であることを、本市分は現地調査にて、茅ヶ崎市・寒川町分

は各市町の農業委員会事務局に確認済みです。

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。

申請地につきましては、コマツナとホウレンソウを生産する計画です。

地区協の意見といたしましては、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ものと考えております。

　　　　以上です。

議長（齋藤義治委員）　他に意見はございませんか。

　　　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

――　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

―

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。

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、円行にある「多摩大学湘南

キャンパス」から南に約３００ｍの土地になります。

　　　　資料は６ページをお開きください。

　　　　地区協におきまして、譲渡人及び譲受人と面談いたしました。

譲渡人は、市内に農地を持ち、植木・露地野菜を中心に営農をしてきました

が、農業経営効率化を図るため、長男である譲受人に当該農地を贈与するとの

ことです。もともと同一の世帯で経営をしていたため、世帯の農地増減は発生

しません。

地区協の意見といたしましては、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ものと考えており、今後、所有農地の適正な肥培

管理に努めていただくように話をしております。

　　　　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。

　　　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

――　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

―

ないようでございますので、採決をいたします。

議案第７８号について、許可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７８号について、許可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７９号「買受適格証明願について」及び日程第３、議案第

８０号「買受適格者に係る農地法第３条の規定による許可申請について」を、

関連する議案のため一括して上程いたします。

事務局の説明を求めます。

森 主任。

事務局（森 大晃主任）　日程第２、議案第７９号「買受適格証明願について」及び日

程第３、議案第８０号「買受適格者に係る農地法第３条の規定による許可申請

について」は、関連した議案になりますので、一括して説明させていただきま

す。

　　　　まず、日程第２、議案第７９号「買受適格証明願について」を御説明いたし

ます。

買受適格証明書は、農地の競売や公売の際に、農地を取得できない者が参加

することを未然に防ぐため、入札に参加する際に必要となるもので、今回は農

地法第３条の許可を受けられることを証明するための案件です。

競売物件につきましては、市道諸之木線にある「慶応大学前」交差点の北に

約６００ｍの農地になります。

資料は８ページをお開きください。

願出人は、露地野菜の生産・販売を中心に農業経営を行っており、このたび、
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農業経営規模拡大を図るため、競売により農地を取得したいとのことです。

農地取得後は、レモンの栽培を行う計画です。

申請内容を確認したところ、農地法第３条第２項各号には該当しないため、

農地法第３条の許可要件の全てを満たすものと判断しており、買受適格を有す

るものと考えております。

次に、日程第３、議案第８０号「買受適格者に係る農地法第３条の規定によ

る許可申請について」を御説明いたします。

買受適格証明願が提出された場合の取り扱いにつきましては、平成２８年３

月３０日付農林水産省経営局長通知「民事執行法による農地等の売却の処理方

法について」において、「農業委員会は、買受適格を有する旨を証明する議決

を行う場合には、その後の事務処理の迅速化を図るため、当該買受適格証明書

の交付を受けた者が買受申出人となり、当該許可の申請書を提出した場合にお

いて、農業委員会の会長が、買受適格証明書の交付時と事情が異なっていると

認めた場合を除き、許可をして差し支えない旨の議決をしておくものとするこ

と。」と定められておりますことから、本日、事前に承認を受けるため、議案

として提出させていただくものです。

以上です。

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。

　今回の件は、普通の売買と違って競売ということで特殊な面もございます。

年間のうちにも時々出てくるのですが、この辺の現況を知っておられる方、こ

こはどのような畑ですか。

５番、小林委員。

５番（小林正幸委員）　現場を伊藤上級主査と見てきましたが、全面が東側を向いて

いる斜面かつ農道がないため、普通の作物はまず難しいと思われます。今は最

低、軽トラックが入っていけないと、作物を入れたり出したりできないのです

が、本当に森の中、藤沢の「健康の森」に面している畑ですね。

　　　　反対側の斜面、今度は南側を向いている、ちょうどＵ字になっていて、反対
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側には、地元の方の柿が植わっています。そのようなところで、トラクターな

どはまず無理ですね。

議長（齋藤義治委員）　結構荒れていますか。

５番（小林正幸委員）　今は、荒れているというか、もう１０年ではきかないぐらい、

耕していない状態で、雑草が生えっ放しですね。

議長（齋藤義治委員）　わかりました。

　　　森 主任。

事務局（森 大晃主任）　補足させていただきます。私も現場に行かせていただきまし

て、小林委員がおっしゃるとおり傾斜があり、隣接地は山林になっておりまし

て、荒廃地というほど荒れているわけでもなくて、場所の特定はできるところ

になります。今回、営農計画でレモンの栽培ということですが、露地野菜等の

栽培はなかなか難しいのではないかというところですけれども、レモン等であ

れば実現性はあるかと思っております。

　　　　以上になります。

議長（齋藤義治委員）　競売物件で公表されますので、話題性もいろいろあると思う

ので、その辺もかなり問い合わせもあったようなことを聞いております。農地

ですから、農地法の関係で売買というのは一般の方にはできないのですが、き

れいにしていただければいいかなと思います。

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７９号及び第８０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７９号及び第８０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。
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　日程第４、議案第８１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

をいたします。

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、５ａ。耕作者、住所氏名、同左人。当該

農地、地番、遠藤字中原、１筆。地目、畑。地積、５９７㎡のうち３１２．１３

㎡。内容、権利については、使用貸借権設定。転用目的、自己住宅。農用地区

域除外日、昭和５９年４月２０日。農地種別、第３種農地。

続きまして、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、１ａ。耕作者、住所氏名、同左人。当該農地、地番、

遠藤字西ノ谷、１筆。地目、畑。地積、６３㎡（実測２２８．８０㎡）。内容、

使用貸借権設定。転用目的、自己住宅。農用地区域除外日、昭和５９年４月２

０日。農地種別、第２種農地。

続きまして、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、住所氏名、記載のとおり。経営面積、３０ａ。耕作者、同左人。当該

農地、地番、亀井野字下屋敷添、１筆。地目、畑。地積、９８５㎡。内容、所

有権移転。転用目的、コンテナ置場。農用地区域除外日、昭和５９年４月２０

日。農地種別、第３種農地。

以上です。

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。

５番、小林委員。

５番（小林正幸委員）　本件の申請地につきましては、市道亀井野二本松線にある

「遠藤田方」交差点から北に約７０ｍの土地になります。

　　　　資料は１０ページをお開きください。
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　　　　農地の区分は、住宅の用もしくは事業の用に供する施設または公共施設もし

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、現在横浜市の賃貸住宅に居住しておりますが、子どもが生まれ、

現在の間取りでは手狭な状況となり、また、将来両親の面倒を見るために近隣

にいる必要があり、当該地に分家住宅を建築するための転用を行うものです。

申請地は、南西側が道路、西側及び北東側が譲渡人の所有農地、南東側が駐

車場となっております。

駐車場との境界には既存のコンクリートブロック２～３段があるため、特に

被害防除を新設しません。農地との境界には地上高約１０㎝になるようにコン

クリートブロック１段を設置し、土砂等の流出を防ぎます。

　　　　敷地内は転圧のみとし、雨水については、浸透マスを設置し敷地内浸透処理

とします。汚水については、汚水管を譲渡人所有農地用道路及び宅地に通して、

北側下水道本管に接続します。

　　　　地区協において、譲受人の代理人と面談し、周辺に残る農地に影響がないよ

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２について意

見を求めます。

５番、小林委員。

５番（小林正幸委員）　本件の申請地につきましては、市道遠藤・宮原線にある「遠

藤西の谷」交差点から東に約２２０ｍの土地になります。

　　　　資料は１３ページをお開きください。

　　　　農地の区分は、農用地区域外であり、一団の農地の広がりが１０ヘクタール
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未満であり、市街化区域から５００ｍ以内のため、「第２種農地」と判断しま

した。

　　　　譲受人は、現在海老名市の賃貸住宅に居住しておりますが、子どもが２人で、

現在の間取りでは手狭な状況であり、また、将来両親の面倒を見るために近隣

にいる必要があり、当該地に分家住宅を建築するための転用を行うものです。

申請地は、西側が譲渡人の宅地、南側が譲渡人所有の雑種地、東側が畦畔、

北側が道路となっております。

道路側を除く３方向の境界には、地上高１５㎝となるようにコンクリートブ

ロック１段を設置し、土砂等の流出を防ぎます。

　　　　敷地内は転圧のみとし、雨水については浸透マスを設置し、敷地内浸透処理

とします。汚水については、合併浄化槽を新設します。

　　　　地区協において、譲受人の代理人と面談し、周辺に残る農地に影響がないよ

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。

１２番、加藤 登委員。

１２番（加藤 登委員）　本件の申請地につきましては、県道菖蒲沢・戸塚線にある

「下屋敷」交差点から北西に約３００ｍの土地になります。

資料は１６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、水道管及びガス管が埋設

されており、近隣には唐池公園と小栗塚公園があるため、「第３種農地」と判

断いたしました。

譲受人はコンテナの賃貸業を営んでおり、当該地をコンテナの展示及び在庫
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保管場所として利用する予定です。

これまでは綾瀬市と茅ヶ崎市の置場に保管料を支払い、間借りしてコンテナ

を置いていましたが、置場が２カ所に分散していることや、他社所有のコンテ

ナが混在していること、また、移動も外注で費用がかかっていることから、業

務の効率化のため、新たに適地を探しておりました。

事業所からのアクセスがよく、置場が１カ所に集約でき、管理もしやすいこ

とや、今後購入予定であるコンテナ運搬用車両の駐車スペースを確保する必要

があるため、申請地が適地であると判断したとのことです。

なお、転用許可後、現在使用している市外の置場は引き払う予定とのことで

す。

本来、保管用コンテナは建築物に該当しますが、展示用及び在庫保管用であ

り常置しないため、建築物に該当しないことを藤沢市建築指導課に確認してお

ります。

申請地は、北側が道路になっており、東側は宅地、南側は畑、西側は宅地及

び畑になっております。

出入口は北側で、東側の宅地及び西側の畑との境界には単管パイプ及び地上

高２０㎝になるよう足場板を設置し、土砂等の流出を防ぎます。

南側の畑との間には単管パイプ及び地上高４０㎝の既存コンクリート板があ

り、また、西側の宅地との間には、地上高１３０㎝の既設の鉄筋コンクリート

組立塀がありますので、これを利用し、被害防除とします。

敷地内は砕石敷きとし、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、譲受人と面談し、周辺に残る農地等に影響がないよう十分

に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。――事案確認のため、しばらく

休憩とします。

――休　憩――
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――再　開――

議長（齋藤義治委員）　それでは、再開をいたします。

他に何か意見はございませんか。

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

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８１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８１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５、議案第８２号「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の

申し出について」を上程いたします。

なお、本議案番号１３及び番号１４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１３及び番号１４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）　日程第５、議案第８２号「農業経営基盤強化促進法に

基づく利用権設定等の申し出について」、番号１３及び番号１４から説明をさ

せていただきます。

　　　　番号１３及び番号１４は、大庭を中心に３６２ａを耕作する委員世帯の更新

借受分となっております。

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。
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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１３及び番号１４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８２号、番号１３及び番号１４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８２号、番号１３及び番号１４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。

（退席委員　入室）

議長（齋藤義治委員）　続きまして、番号１から番号１２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）　続きまして、番号１から番号１２を説明させていただ

きます。

番号１は、用田を中心に３０８ａを耕作する方の更新借受分となります。

番号２は、用田を中心に５８３ａを耕作する方の更新借受分になります。

番号３及び番号４は、打戻で１２２ａを耕作する方の新規借受分で、当該地

では水稲を作付けしていく予定となっております。

番号５から番号１０は、打戻を中心に４００ａを耕作する法人の新規借受分

で、当該地では、花苗を作付けしていく予定となっております。

番号１１及び１２は、亀井野を中心に３８ａを耕作する方の更新借受分とな

っております。

なお、利用権設定等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。

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から番号１２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８２号、番号１から番号１２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８２号、番号１から番号１２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６、報告第２０号「農地の貸借の合意解約通知について」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６、報告第２０号「農地の貸借の合

意解約通知について」、説明をさせていただきます。

　　　　番号１から番号３は、地権者の都合によりまして、利用権を合意解約する旨

の通知を受けたものでございます。

番号４及び番号５は、借主の法人が破産をしたため、利用権を合意解約する

旨の通知を受けたものになります。

番号６は、借主の都合により、利用権を合意解約する旨の通知を受けたもの

となります。

　　　　御説明は以上になります。

議長（齋藤義治委員）　本件につきましては、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。

　　　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

――　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　
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―

議長（齋藤義治委員）　ないようでございますので、報告第２０号を終了いたします。

次に移ります。

　　　　日程第７、議案第８３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７、議案第８３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」、説明をさせていただきます。

　　　　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。

番号１、番号２は、亀井野を中心に２０７ａを耕作する委員世帯の新規借受

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３は、このたび新規就農される方の新規借受分で、資料は１８ページか

らを御参照ください。

六会・長後の地区協議会におきまして、御本人と面談を行い、就農計画等に

ついて確認をしております。当該地においては、スイートコーンを作付けする

予定となっております。

番号４につきましても、新規就農される方の新規借受分になりまして、資料

は２２ページからを御参照ください。

六会・長後の地区協議会におきまして、御本人と面談を行い、就農計画等に

ついて確認をしております。当該地においてはキャベツを作付けする予定とな

っております。

番号５は、今年の１月より大庭で３９ａを耕作する法人の新規借受分で、当

該地では酒米を作付けしていく予定となっております。
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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、本件について意見を求めます。

　　　　井上委員。

１番（井上哲夫委員）　六会・長後地区の３番と４番ですけれども、新規就農という

ことで、先日の地区協でも本人と面談して、ある程度意見を交わしたのですが、

どう見ても動機が曖昧というか、不純とまでは言わないけれども、これででき

るのかなというような印象で、委員の中でもそう感じた人もいたと思われます

が、国の、というか、中間管理機構ですから、これも、ある程度行政として実

績を上げたいというのはわかりますけれども、いずれにしても荒廃地みたいな

ものを、荒廃地をきれいにして農地として維持管理するというのは、これだけ

でも一つの意義はあるのかなと思いますけれども、何か、どうもまともに農業

経営ができるのかなという印象を受けました。

藤沢で就農したいということで、こうやって出てくるわけですから、聞いて

みると、農業水産課から来ているということですけれども、新規就農で非常に

やる気があって、本当に一生懸命やっている人もいるのですが、こういう形で

中間管理機構を通ってくる中で、行政がこれを承認していいのかなというよう

な印象もちょっと受けているのですが。

議長（齋藤義治委員）　福岡主幹補佐。

事務局（福岡信二主幹補佐）　ありがとうございます。お二人につきましては、まず

御理解いただきたいのが、今、農業水産課という話が出ましたけれども、藤沢

市で定めております新規就農者の認定基準ですが、まず、先進的な農家で、あ

るいは農業アカデミーで１年以上の研修をしっかり受けていただくということ

です。あとは、５年間の就農計画について、関係者が集まって就農に当たって

の審査会を開いておりますので、そこをパスすること。それとあわせて、今回

は、六会・長後地区で農地を探させていただきましたが、具体的に「近隣とう
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まく調和をして耕作を続けていくこと」でございます。

また、こちらは中間管理機構を介しておりますけれども、今回は利用権の設

定でもよかったのですが、新規就農者になりますので、今後「「人・農地プラ

ン」への位置づけ、あとはスーパーＬ資金等の活用も見込まれることから、利

用権設定ではなくて中間管理機構制度のほうを利用したということになります。

荒廃地というお話も出ていましたが、六会・長後地区は、お借りできる畑を

見つけることが難しい地区になりますので、結果的には、今回は、荒廃地では

ないのですが、遊休農地を何とかお借りしたという経過がございます。

議長（齋藤義治委員）　西山委員。

１３番（西山弘行委員）　ということは、この場所自体は荒廃地に近いと解釈してよ

ろしいのでしょうか。

議長（齋藤義治委員）　福岡主幹補佐。

事務局（福岡信二主幹補佐）　私も農地探しに関わっていたので、現地はよく承知し

ているつもりではありますけれども、お一人の方の石川については、荒廃地と

して、いわゆるパトロールで指摘を受けるまでの状態ではありませんでしたが、

前回の意向調査で、地権者さんから、耕作し切れないので売りたい、あるいは

貸したいという希望が出ていたところです。

もう一カ所、新規就農者の方が借り受ける予定の亀井野の農地につきまして

は、約半分は昨年の農地パトロールで荒廃地ということで指摘をいただいてい

た場所になります。

そちらを、農業委員会の事務局で地権者に当たって、もし使わないのであれ

ば貸していただけませんかということで、今回地権者と合意したということで

ございます。

議長（齋藤義治委員）　この場合、農地中間管理機構が間に入っていますが、農地中

間管理機構として、継続期間内の指導だとか、そういうことは何かやられるの

でしょうか。

事務局（福岡信二主幹補佐）　今回、中間管理機構を介しての貸し借りになりますけ

れども、借りている期間に、中間管理機構、いわゆる農業公社で現地を見て指
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導とか、そういったことは、実際にはないと思います。地権者の方、あるいは

近隣からの苦情等の情報があれば、農業委員会で対応するような状況になって

くるのではないかと思われます。

本来は中間管理機構の仕事かもしれませんけれども、中間管理機構が積極的

に行うことは、実際はできないのではないかと思われます。

議長（齋藤義治委員）　利用権の場合は、まあ次世代の資金を借りたりすると、農業

委員が１年に１回か、面談をしますけれども、中間管理機構にはそういう制度

はないということですか。

事務局（福岡信二主幹補佐）　そこは、利用権設定の制度と一緒で、実際に借り受け

ると、面談を行うとか、そういったものは一切ございません。次世代投資資金

については、会長がおっしゃるとおり、年４回、これは就農サポートというこ

とで、圃場を見て意見交換等をしております。

議長（齋藤義治委員）　それでは、今回は、この人は次世代の資金は利用しないとい

うか……。

事務局（福岡信二主幹補佐）　情報としては、お一人は何とか御自分で、ほかの仕事

もあるので投資資金は活用しなくてもやっていけるというお話はいただいてい

ます。もう一人の方は、これから申請を受け付けるのですが、多分手を挙げら

れて投資資金を受けて活用しながら耕作をされるのかなと思います。

議長（齋藤義治委員）　はい。

井上委員どうぞ。

１番（井上哲夫委員）　中間管理機構で指導をするとか、そういうことはなくて、要

するに地元の農業委員が、新規就農者の近くの、各地区の担当の委員さんが対

応していくという話になると思うけれども、それぐらいのことは当然の話で、

やってしかるべきだと思いますが、ただ、我々がその２人と面談した結果、は

っきり言って動機がよくわからないというか、どちらの方とは言わないけれど

も、趣味でやるみたいな、本業は別に持っているという話ですよね。

そういう中で、遊休農地といっても、要するに更地でもきれいになっていれ

ばいいけれども、遊休農地が荒廃地になってしまうのではないかというような、
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そういう印象を受けましたので、このような質問をしました。

議長（齋藤義治委員）　それでは、藤沢市の農業委員会として、農業公社に対して、

こういう意見が出ている、近隣の農家の人が心配をしているということで、そ

の契約期間内の指導はやってくれるのかどうか、やってくれるとしたらどのよ

うにやるのかということも言っておいてもらったほうがいいですね。

　　　　意見として、他に何かございませんか。

　　　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

――　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

―

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

す。

議案第８３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８３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８、議案第８４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。

森 主任。

事務局（森 大晃主任）　「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」、説明してまいります。

　　　　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、葛原字昭和台、２筆、打戻字大下、２

筆、菖蒲沢字笹谷、４筆、菖蒲沢字宮ノ前、２筆。地目、記載のとおり。地積、１０

筆合計４，３１９㎡。確認した農地等の利用状況等、記載のとおり。相続開始

年月日、平成１３年５月６日。免除日、令和３年３月７日。現地確認日、令和

３年２月２日。
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　　　　続きまして、番号２。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、獺郷字広町、４筆、宮原字高田、２筆、宮原

字歩一、１筆、宮原字戸中、２筆。地目、記載のとおり。地積、９筆合計６，８７９

㎡。確認した農地等の利用状況等、記載のとおり。相続開始年月日、平成１３

年９月４日。免除日、令和３年７月５日。現地確認日、令和３年２月２日。

続きまして、番号３。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、宮原字高田、３筆。地目、記載のとおり。地

積、３筆合計２，８７４㎡。確認した農地等の利用状況等、記載のとおり。相

続開始年月日、平成１３年４月１７日。免除日、令和３年２月１８日。現地確

認日、令和３年２月２日。

　　　　続きまして、地区、六会・長後。番号４。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、亀井野字二ツ田、１筆、

亀井野字山之神、４筆。地目、記載のとおり。地積、５筆合計５，８９９㎡。

確認した農地等の利用状況等、記載のとおり。相続開始年月日、平成１３年３

月１４日。免除日、令和３年１月１５日。現地確認日、令和３年２月１２日。

続きまして、番号５。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、亀井野字二ツ田、２筆、亀井野字東、２筆。

地目、記載のとおり。地積、４筆合計６，２１４㎡。確認した農地等の利用状

況等、記載のとおり。相続開始年月日、平成１３年３月１４日。免除日、令和

３年１月１５日。現地確認日、令和３年２月１２日。

　　　　続きまして、番号６。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、亀井野字二ツ田、２筆、亀井野字山之神西、１１

筆。地目、記載のとおり。地積、１３筆合計１万２，７６０．９１㎡。確認し

た農地等の利用状況等、記載のとおり。相続開始年月日、平成１３年６月５日。

免除日、令和３年４月６日。現地確認日、令和３年２月１２日。

続きまして、番号７。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、亀井野字山之神、８筆、亀井野字東、６筆。

地目、記載のとおり。地積、１４筆合計１万５６６㎡。確認した農地等の利用
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状況等、記載のとおり。相続開始年月日、平成１３年１１月３日。免除日、令

和３年９月４日。現地確認日、令和３年２月１２日。

　　　　続きまして、番号８。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、長後字下分、５筆、長後字中分、１２筆。地

目、記載のとおり。地積、１７筆合計１万１，７４０．４５㎡。確認した農地

等の利用状況等、記載のとおり。相続開始年月日、平成１３年８月２６日。免

除日、令和３年６月２７日。現地確認日、令和３年２月２日。

続きまして、番号９。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、高倉字小栗、２筆、高倉字下河内、４筆。地

目、記載のとおり。地積、６筆合計４，０５０㎡。確認した農地等の利用状況

等、記載のとおり。相続開始年月日、平成１３年１１月１４日。免除日、令和

３年９月１５日。現地確認日、令和３年２月２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、番号１について意見を求めます。

　　　　１４番、漆原委員。

１４番（漆原豊彦委員）　本件につきましては、令和３年２月２日に地区委員の落合

委員と相続人、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、葛原字昭和台でサトイモの収穫後、打戻字大

下、菖蒲沢字笹谷で水稲の準備中、菖蒲沢字宮ノ前で２筆のうち１筆は水稲の

準備中、もう１筆はキャベツの作付けが行われており、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、続きまして、番号２について意
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見を求めます。

８番、加藤義一委員。

８番（加藤義一委員）　本件につきましては、令和３年２月２日に地区委員の私、加

藤と相続人の子、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、獺郷字広町の４筆で植木、サツマイモ、玉ね

ぎ等の露地野菜、ブドウのハウス栽培、栗の栽培を行っており、宮原字高田で

ブルーベリーの栽培、宮原字歩一でツバキの栽培、宮原字戸中の２筆のうち１

筆は水稲の準備中、もう１筆はヤシの栽培を行われており、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、続きまして、番号３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３年２月２日に地区委員の吉川委

員と相続人、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、宮原字高田３筆が水稲の準備中になっており、

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、続きまして、番号４について意

見を求めます。



26

１２番、加藤 登委員。

１２番（加藤 登委員）　本件につきましては、令和３年２月１２日に地区委員の私、

加藤と相続人、事務局の森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、亀井野字二ツ田の１筆でハクサイ、キュウリ

等の露地野菜の作付け準備中であり、亀井野字山之神の５筆のうち３筆でミカ

ン、カキの栽培、ダイコン、ホウレンソウ等の露地野菜の作付け準備中で、も

う２筆は野菜の苗床、養土置場であり、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、続きまして、番号５について意

見を求めます。

１２番、加藤 登委員。

１２番（加藤 登委員）　本件につきましては、令和３年２月１２日に地区委員の私、

加藤と相続人の夫、事務局の森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、亀井野字二ツ田の２筆でジャガイモ、ニンジ

ンの露地野菜の作付け準備中であり、亀井野字東の２筆でニンジンの作付け準

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、続きまして、番号６について意

見を求めます。



27

１２番、加藤 登委員。

１２番（加藤 登委員）　本件につきましては、令和３年２月１２日に地区委員の私、

加藤と相続人、事務局の森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、亀井野字二ツ田の２筆でニンジン、ネギの作

付け準備中、亀井野字山之神西の１１筆のうち４筆で野菜の苗床があり、もう

７筆はダイコン、トマト、ニンニク等の露地野菜の作付けが行われており、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、番号７について意見を求めます。

１２番、加藤 登委員。

１２番（加藤 登委員）　本件につきましては、令和３年２月１２日に地区委員の私、

加藤と相続人、事務局の森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、亀井野字山之神の８筆のうち４筆でクリ、キ

ウイ等の栽培中であり、もう４筆はダイコン・トマト等の露地野菜の作付け及

び露地野菜の作付け準備中でした。亀井野字東の６筆のうち４筆はタラの芽、

キウイの栽培中及び露地野菜の作付け準備中であり、もう２筆はキウイ、カキ

の栽培中であり、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、続きまして、番号８について意

見を求めます。



28

１番、井上委員。

１番（井上哲夫委員）　本件につきましては、令和３年２月２日に地区委員の私、井

上と相続人、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、長後字下分の５筆のうち３筆が水稲の準備中、

２筆はブロッコリーの収穫後と、キャベツの作付けが行われており、長後字中

分の１２筆のうち３筆でホウレンソウ、キャベツ等の露地野菜の準備中、７筆で

ナシの栽培、２筆でブドウの栽培が行われており、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、続きまして、番号９について意

見を求めます。

１０番、吉原委員。

１０番（吉原 豊委員）　本件につきましては、令和３年２月２日に地区委員の澤野委

員と相続人、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、高倉字小栗で玉ねぎの作付け、高倉字下河内

の４筆のうち２筆で水稲の準備中で、現在は裏作でホウレンソウを作付け、２筆

でネギ、キクイモ等の露地野菜の作付けが行われており、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８４号について、承認することに御異議はございませんか。
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「異議なし」の声多数

議長（齋藤義治委員）　それでは、議案第８４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８５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。

福岡主幹補佐。

事務局（福岡信二主幹補佐）　日程第９、議案第８５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」、説明をいたします。

　地区、藤鵠・村岡・明治。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、土地所有者になります。買取り申出事由、故障。買取り

申出事由発生日、令和２年１２月１４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、本人になります。買取り申出をする土地、所在及び地番、宮前字後河内

の２筆。地目は、１筆目が畑。地積が、５２４㎡。２筆目が田現況畑。９９㎡。

合計６２３㎡になります。

本申請につきましては、申出人の妻に状況確認をしたところ、買取申出事由

の生じた者は数年前まで農作業を主として行っておりましたが、故障後は妻が

農地を管理していたとのことです。

妻は農業経験もなく、高齢のため、今後管理を続けることは困難とのことで、

地区委員に確認したところ、申出人を把握してはいるが、主として農作業に従

事していたかは不明とのことです。

妻の聞き取りによりますと、申出人が当該地の相続税納税猶予を受けている

ことから、買取申出事由の生じた者は、「農業の主たる従事者」に該当するも

のと判断いたしました。

現地を確認したところ、良好な管理をされていましたが、自分たちの食べる

分をつくっているのみとのことで、本申請地は生産緑地を解除するのもやむを
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得ないと判断をいたしました。

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、本件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８５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８５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、議案第８６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）　「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、打戻字宮台、１筆。地目、畑。地積、９５１㎡。内容、平成元年頃より

養豚場敷地として利用し、現在に至る。確認資料、平成８年航空写真。現地確

認日、令和３年２月１２日。

続きまして、番号２。申請人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、地番、

遠藤字中原、２筆。１筆目が、地目、畑。地積、３６４㎡。２筆目が、地目、

畑。地積３９３㎡。２筆合計７５７㎡。内容、昭和４３年頃より自己住宅敷地

として利用し、現在に至る。確認資料、平成８年航空写真。現地確認日、令和

３年２月１２日。

続きまして、地区、六会・長後。番号３。申請人、住所氏名、記載のとおり。

当該農地、地番、石川字五反田、１筆。地目、田。地積、１７㎡。内容、平成

元年ごろより資材置場として利用し、現在に至る。確認資料、平成８年航空写
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真。現地確認日、令和３年２月１６日。

以上です。

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、遠藤宮原線にある「宇都母知

神社入口」交差点から南西に約５００ｍの土地になります。

　　　　資料は２５ページをお開きください。

　　　　申請者によると、打戻字宮台の土地について、平成元年頃より養豚場敷地と

して利用しており、現在に至るとのことです。

申請地は、農振農用地区域のうち農業用施設用地に指定されております。

農用地区域は、原則非農地証明に該当しませんが、「農振法第８条第４項に

規定する農用地利用計画において指定された用途に供するために行われるもの

であること」の要件を満たす養豚場敷地になるため、例外的に非農地を証明で

きるものとなります。

　　　　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、２月１２日に、地区委員の私、井出と事務局の

森さんで現地確認をし、申請どおり養豚場敷地であ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、続きまして、番号２について意

見を求めます。

　　　　５番、小林委員。

５番（小林正幸委員）　本件の申請地につきましては、県道遠藤・茅ヶ崎線にある

「遠藤松原」交差点から南に約１００ｍの土地になります。

　　　　資料は２６ページをお開きください。
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　　　　申請者によると、遠藤字中原の土地について、昭和４３年頃より自己住宅敷

地として利用し、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、集落に接続する住宅のため、例外的に非農地として証明できます。

　　　　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、２月１２日に、地区委員の私、小林と事務局の

伊藤さんで現地確認をし、申請どおり自己住宅敷地として利用していることを

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、続きまして、番号３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、県道藤沢・厚木線にある

「石川下の根」交差点の南東に約５０ｍの土地になります。

　　　　資料は２７ページをお開きください。

　　　　申請者によると、石川字五反田の土地について、平成元年頃より資材置場と

して利用し、現在に至っているとのことです。なお、平成３０年８月の総会に

て隣接地の非農地証明願が承認されましたが、当該地と所有者が相違していた

ため、別々の申請になったとのことです。

申請地の農地の区分は、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が連たんしているため、第３種農地と判断いたします。

　　　　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、令和３年２月１６日に地区委員の私、田代と事

務局の森さんで現地調査を行い、申請どおり資材置場であることを確認してお
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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８６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８６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１１、報告第２１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）　日程第１１、報告第２１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」、説明をさせていただきます。

本件につきましては、２３ページから２４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３件となっております。

続きまして、２５ページから２６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」となります。

六会・長後地区が１件、藤鵠・村岡・明治地区が４件、合計５件となってお

ります。

続きまして、２７ページから２８ページが「農地法第５条第１項第７号の規

定による転用届出」となります。

六会・長後地区が１件、藤鵠・村岡・明治地区が５件、合計６件となってお

ります。
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説明は以上です。

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２１号を終了いたします。

　　　　以上、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すか。

　　　　森主任。

事務局（森 大晃主任）　「令和２年度 農地の利用状況調査（農地パトロール）の実

施結果」及び「令和２年度 遊休農地にかかる利用意向調査の実施結果」につい

て報告させていただければと思います。

お配りした資料、ホッチキスどめになっている農地パトロールの資料です。１

ページ目は両面刷りで、２ページ目は片面刷りになります。

それでは、報告させていただきます。

農地法第３０条第１項の規定に基づき実施した、令和２年度の農地パトロー

ルについては、調査期間が９月１日から９月１８日までで皆様にお願いしてお

りました。

　　　　結果としては、遊休農地が２８０筆で１５万７９１㎡でした。

　　　　また、再生困難な荒廃農地が９６筆で４万８，８８９㎡、合計した不耕作地

としては３７６筆で１９万９，６８０㎡となります。

　　　　昨年度（令和元年度）と比較すると、不耕作地が減少している地区が多くあ

り、全体としては５万６，１０７㎡減少している状況でした。

　　　　遊休農地の解消状況としては、昨年度から９９筆、６万４，２８６㎡が解消し

ています。

　　　　一方で６０筆、３万５，０３６㎡が新規で遊休農地となっています。

　　　　なお、昨年度の遊休農地のうち「農地中間管理機構の利用表明」がなかった

農地について、農地中間管理機構の利用に向けた協議を行った結果、取得基準
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が適合と判断された農地は、全て令和２年中に遊休状態が解消されていたか、

利用意向調査にて「農地中間管理機構の利用表明」があったため、結果として

勧告対象となる農地はありませんでした。

　　　　続いて、「令和２年度、遊休農地にかかる利用意向調査の実施結果について」

報告します。

　　　　調査期間は、農地パトロール後の１１月２７日から１２月１０日で、調査対

象としましては、過去の利用意向調査にて「農地中間管理機構の利用表明」が

あった農地を除いた９５件、１５４筆、８万７，３５１㎡です。

結果ですが、「自分で管理・耕作する」との回答があったのが４２筆、１万

９，１０６㎡。「農地中間管理機構の利用表明」があったのが５９筆、３万３，２

９６㎡。「売却希望」があった１４筆、６，４５９㎡。「その他（貸したい

等）」は１１筆、７，７７２㎡。「未回答」が２８筆、２万７１８㎡となっており

ます。

未回答については、次年度、同様に遊休農地になった場合、改めて利用意向

調査書を送付し、勧告の対象にならないよう指導していきます。

　　　　「今後の対応」につきましては、「農地中間管理機構の利用表明」があった

農地については、農地法第３５条第１項の規定に基づいて、農地中間管理機構

にその旨を通知いたします。

　　　　「貸したい」、「売りたい」の希望、または「農地中間管理機構の利用表明」

があった農地については、貸付・あっせん希望リストを作成し、農業水産課へ

の情報提供や農業委員会事務局のホームページへの掲載などをして、新規就農

者や地域の認定農業者等へのあっせんに利活用する予定となっております。

　　　　以上で報告を終わります。

議長（齋藤義治委員）　続いて、福岡主幹補佐。

事務局（福岡信二主幹補佐）　続きまして、お手元の資料で、「令和４年度県農林業

施策並びに予算に関する要望」及び「令和４年度県農地等の利用の最適化の推

進に関する意見の提出について（依頼）」を御覧ください。

　　　　こちらにつきましては、新しい委員さんは初めてかと思いますが、毎年この
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時期に県知事に要望する意見を農業委員会として取りまとめを行っているもの

になります。

　　　　農業委員会等に関する法律第５３条第１項の規定に基づき、農業委員会ネッ

トワーク機構でございます県農業会議が、県知事に施策に関する要望・意見を

提出するものになりますので、お手元の資料で、参考までに「検討項目」とい

うことで、（１）から（７）まで記入させていただきました。

　　　　（１）で、基本農政の確立・推進について。

（２）で、農地の保全と有効利用対策について。

（３）で、担い手経営対策について。

（４）で、農業委員会組織対策について。

（５）で、鳥獣被害対策について。

（６）では、新型コロナウイルス感染症関係の対策について。

（７）で、２０２２年度農業税制改正の要望事項について。

ということで、基本こういった項目に沿った御要望、御意見をいただければ

と思います。全く違ったテーマでも構いませんので、別紙として意見書用紙を

添付しておりますので、こちらの書式を使っていただいて、（１）から（６）

までは、来月３月２５日木曜日の総会の日までに事務局まで御提出ください。

最後の（７）の税制改正要望につきましては、締め切りはちょっと早いのです

が、３月１９日までにいただければと思います。

資料として、１年前、当時は「令和３年度の要望」ということで取りまとめ

をしたものを参考までに添付をしております。横向きＡ４の資料で、これは、

湘南地区の農業委員会連合会として１年前に取りまとめたものですが、参考ま

でに、１番のところで、右のほうで「新規」、「藤沢市」ということで当時要

望したものですけれども、委員の方から御意見をいただいて、「神奈川県産農

産物のＰＲ強化」について要望を上げたらどうかということで、この辺を反映

させていただきました。

一枚おめくりいただいて、右側のところで、「一部新規」ということで「藤

沢市」、「都市農業の振興に向けて県とＪＡのさらなる連携強化を図り、市町
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村とＪＡの連携に反映させること」と、このようなものを要望として上げてお

ります。

スケジュールとしましては、今は２月ですが、４月の総会に取りまとめの結果

は報告させていただいて、その後、２市１町湘南地区農業委員会連合会として、

要望・意見を合体させまして、５月末に県農業会議に要望を上げる予定でおりま

す。

その後ですが、県農業会議は、８月に県知事と面談をいたしまして、最終的

な要望を上げていくというスケジュールとなっております。

あと、資料はお配りしていませんが、参考までに税制改正につきましては、１

年前は――すみません、手元の資料が見当たらないのですが、当時税制改正に

つきましては、地方税の関係でも、あるいは納税猶予の関係でも構わないので

すが、１年前は、これは藤沢市の農業委員会からではないのですが、例えば「市

民農園、福祉農園など、公共施設、公共的なものに利用した場合は納税猶予の

適用になるように求める」というような要望を最終的に県知事に上げているよ

うです。

そういったテーマでも、関連するものでも構いませんので、税制改正の要望

につきましても、３月１９日までに事務局までお寄せいただければと思います。

お願いします。

以上になります。

議長（齋藤義治委員）　以上、事務局から報告事項がございましたが、この点に関し

て、何か質問がございましたら、お願いをいたします。

　　　　西山委員。

１３番（西山弘行委員）　横書きの欄の、「都市農業の振興に向けて、県とＪＡの更

なる連携……」云々とありますが、私、年度初めに農協の常務と、この点につ

いてちょっと話をしましたけれども、人件費がかかる、赤字になるなどと、農

協は全く乗り気ではないですよね。これで連携ができるのかどうかですね。

事務局（福岡信二主幹補佐）　ありがとうございます。

　　　　「一部新規」ということで、昨年度も要望している内容になりまして、西山
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委員は御存じかもしれませんが、さがみ農協の管轄エリアの中で、藤沢市はそ

の一部であって、なかなかその辺の連携がとれていない。

理想としては、厚木市の都市農業支援センターですかね、農協と行政とが機

能をうまく合体させてワン・ストップで施策を展開しているということで、そ

ういった形が理想ではありますが、農協の藤沢地区の事務局がございますので、

そこと藤沢市がしっかり連携がとれるような体制にしていきたいというような

意図で、１年前に要望として上げさせていただいております。

議長（齋藤義治委員）　よろしいですか。

１３番（西山弘行委員）　はい。

議長（齋藤義治委員）　さらなる連携を強めてほしいということで、要望として出し

てありますから、それに対して、農協がもっと前向きに考えていただきたいと

いうことで、よろしくお願いします

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、それでは、以上をもちまして２

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４時１５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）


