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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２年８月２５日（火）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

　１番 井　上　哲　夫 １４番 漆　原　豊　彦

　２番 三　上　健　一 １５番 落　合　喜　治

　３番 井　出　茂　康 １７番 吉　川　　　誠

　４番 齋　藤　義　治 １８番 櫻　井　一　雄

　５番 小　林　正　幸 １９番 宮　治　時　男

　６番 飯　田　芳　一 ２０番 佐　川  俊　夫

　７番 上　田　洋　子 ２１番 佐　藤　智　哉

　８番 加　藤　義　一 ２２番 澤　野　孝　行

９番 田　代　惠美子 ２３番 平　川　勝　昌

１０番 吉  原　　  豊 ２４番 神　﨑　享　子

１１番 山　口　貞　雄 ２５番 福　岡　則　夫

１２番 加　藤　　　登

１３番 西　山　弘　行

欠席委員は、次のとおり

１６番 北　村　利　夫 　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 ３３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 ３４号  農地法第４条の規定による許可申請について

日程第　３　議案第 ３５号  農地法第５条の規定による許可申請について

日程第　４　議案第３６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 ３７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 ３８号　非農地証明願について

日程第　７　報告第 １１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３７分

事務局（嶋田勝弘事務局長）　定刻を過ぎましたけれども、ただいまから「藤沢市農

業委員会総会」を開催いたします。

本日の出席状況を申し上げます。委員総数２５名、出席者２４名、１名の欠席

となっております。

　それでは、まず初めに、齋藤会長から御挨拶をお願いいたします。よろしく

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。

　　　　ことしは、新型コロナウイルスの関係でいろいろなところに影響が出ており

ますが、毎年行われております農業委員会大会につきまして、先日の農業会議

の中で中止が決定されました。詳しいことは、後ほど事務局から説明があろう

かと思います。

それと、改選された委員の皆様に最初にやっていただくこととして、９月から

農地パトロールを行います。農業委員会、各地区協ではいろいろ工夫をされて

農地パトロールを行っているようでございますが、新しく委員になられた方も

いらっしゃいますので、何か新しい方法がありましたら、ぜひとも御進言いた

だきたいと思っております。

地元をそれぞれ回っていただくことになりますけれども、かなりびっくりす

るようなところもあろうかと思われますので、その辺も十分にパトロールをし

ていただきたいと思っております。

そのほかにも、新型コロナウイルスの関係で、農業にもかなりな影響が出て

おります。これからも大変だと思いますけれども、いろいろと補助金等が出て

おりますので、そうしたものを利用していただきながら、この状況を乗り越え

ていくことができればと考えております。

それでは、８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。
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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（草柳真治主幹）　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、１番の井上哲夫委員

と２番の三上健一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３３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）　それでは、「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」、議案説明をさせていただきます。

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、２

名。所有面積、０ａ。耕作面積、１０９ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。

当該農地、地番、打戻字根下、１筆。地目、畑。地積、５３３㎡。権利の種類

は、売買による所有権移転。申請理由は、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。

番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、３名。所有面積、１１５

ａ。耕作面積、６６ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、地番、

宮原字中原、２筆。１筆が地目、畑。地積、７２０㎡。残り１筆が地目、畑。
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地積、８７６㎡。合わせて１，５９６㎡。権利の種類は、売買による所有権移

転。申請理由は、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。

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。

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「打戻根

下」交差点から北に約３００ｍの農地になります。

　　　　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、水稲及び露地野菜の生産・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

です。

　　　申請地については、タケノコ、柿、柚を生産する計画です。

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。

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

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。

　　　　１７番、吉川委員。

１７番（吉川 誠委員）　本件の申請地につきましては、県道丸子・中山・茅ヶ崎線に

ある「用田」交差点から南西に約５５０ｍの農地になります。

　　　　資料は３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。
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譲受人は、厚木市に在住しており、平塚市に畑、厚木市に田・畑を所有し、

水稲及び野菜を自作しております。

管理状況は良好であることを、平塚市、厚木市に確認済みです。

このたび、農業経営規模拡大を図るため、本市内では初めて当該農地を取得

するとのことです。

　　　申請地については、ナス、トマト、キャベツを生産する計画です。

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。

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

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３３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３３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３４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、御所見・遠藤。番号１。申請人、住所氏名、記載のとおり。経営面積、５９

ａ。耕作者、住所氏名、同左人。当該農地、地番、獺郷字広町、２筆。地目、１筆が田

現況畑。地積、８２０㎡のうち３７３．７４㎡。残り１筆が、地目、田現況畑。７４

０㎡のうち２９０．９２㎡。２筆合わせて６６４．６６㎡。転用目的は、貸駐
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車場。立地基準は、第３種農地。農用地区域除外日、平成９年５月１４日。

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。

８番、加藤義一委員。

８番（加藤義一委員）　本件の申請地につきましては、県道丸子・中山・茅ヶ崎線に

ある「宮原」交差点から東に約２００ｍ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、近隣には中里小学校と御所見総合クリニックがあるため、「第

３種農地」と判断いたしました。

本件につきましては、現在、菖蒲沢に駐車場を賃借している運送業者からの

要望によるものです。

要望によりますと、現在の事務所及び駐車場が、北部第２（３地区）の区画

整理事業により道路で分断されスペースが縮小するため、代替地として適地を

探していたとのことです。

接道や土地の形状、広さ等から申請地が適地と判断した事業者から、土地所

有者である申請者に要望があり、申請者が自ら貸駐車場を造成し、業者に賃貸

するものです。

申請地の北側は、申請者所有の農地、東側は水路、南側は駐車場、西側は道

路に接しています。

北側と東側の境界には、９０ｃｍ間隔で単管パイプを打ち込んだ上で、地上

高２０ｃｍになるよう万能鋼板を設置し、土砂等の流出を防ぎます。

西側は地上高２０ｃｍの既設の土留め、南側にも地上高２０ｃｍの砂利飛散

防止柵があるため、新たに設置物は設けません。

また、敷地内は砂利敷きの上、転圧を行い、道路等への砂利の流出がないよ

うにします。

雨水は敷地内浸透処理とします。
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地区協においては、申請者の代理人と面談し、周辺の道路や水路に影響がな

いよう十分配慮することなどについて指導いたしました。

　　　　以上です。

議長（齋藤義治委員）　他に意見はございませんか。

　　　　井上委員。

１番（井上哲夫委員）　この方が、この土地でどういう作付けをしていたのか、それ

を知りたいのと、これを駐車場に転用して、残りの土地をその後どうするのか、

お聞きしたいのですが。

議長（齋藤義治委員）　森 主任。

事務局（森 大晃主任）　現地は、植木畑であることを確認しています。

　　　　それと、転用する２筆のうち、８２０㎡の農地については既に南側半分程度

を転用しており、今回の案件が許可されますとすべて転用済みとなります。

　　　　また、７４０㎡の農地については、北側が農地として残り、今後も植木畑と

して活用していくと確認しております。

１番（井上哲夫委員）　わかりました。

議長（齋藤義治委員）　他にございませんか。

　　　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

――　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　

―

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３４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３４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３５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。
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森 主任。

事務局（森  大晃主任）　それでは、「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」、説明してまいります。

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、４９５ａ。耕作者、住所氏名、同左人。

当該農地、地番、獺郷字中島、１筆。地目、畑。地積、８５０㎡のうち３８１．９３

㎡。内容、使用貸借権設定、自己住宅への転用。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。

地区、藤鵠・村岡・明治。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、７８ａ。耕作者、住所氏名、同左人。

当該農地、地番、大庭字聖ヶ谷、３筆。１筆目、地目、畑。地積、５５４㎡。２筆

目、地目、畑。地積、２７３㎡。３筆目、地目、畑。地積、２１㎡。３筆合計８４８

㎡。内容、所有権移転、資材置場へ転用。農用地区域除外日、昭和５９年４月

２０日。農地種別は、第２種農地。

事務局からの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について意見を求めます。

　　　　８番、加藤義一委員。

８番（加藤義一委員）　本件の申請地につきましては、藤沢市獺郷にあります「中里

小学校」から北西に約１００ｍ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、３００ｍ以内に御所見市民センターがあるため、「第３種農

地」と判断しました。

　　　　譲受人は、現在持ち家がなく、家族が増える予定もあり、現在の住まいでは

手狭な状況となってきています。また、本家の農業を手伝いたいと考えており、

父親世帯の近くである申請地が適地であったとのことです。

申請地の西側及び北側は道路、東側は譲渡人所有の農地、南側は、宅地と譲

渡人所有の農地に接しています。
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東側の農地と南側の宅地と農地の境界には、地上高１０ｃｍになるようコン

クリートブロック１～３段を積み、土砂等の流出を防ぎます。

北側と西側の道路との境界については、高低差がないため被害防除は行いま

せん。

　　　　敷地内は転圧のみとし、雨水・汚水については、道路内の公共下水道施設に

接続処理をします。

　　　　地区協においては、譲受人の代理人と面談し、周辺に残る農地や、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。

　　　　一つ事務局にお尋ねをしますが、９ページの図面を見ますと、ログハウスの

ような感じで、面積も５０㎡ぐらいですし、果たして生活が本当にできるのか

どうかという感じを受けるのですが、これはセカンドハウスではないですか。

事務局（森 大晃主任）　居住用の住宅であることを確認しております。

議長（齋藤義治委員）　居住用ですね。

　　　　他に何か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。

１３番、西山委員。

１３番（西山弘行委員）　本件の申請地につきましては、市道藤沢・石川線にある

「善行小学校入口」交差点から北西側に約１３０ｍの土地になります。

　　　　資料は１０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、市街化区域より５００ｍ以内で、一団

の農地の広がりが１０ｈａ未満であるため、「第２種農地」と判断しました。

　　　　譲受人は、寒川町において建設業を営むほか、新規事業として自然エネルギ



11

ー等による発電・電気の供給及び販売業を開始する予定です。

今までは資材置場を所有しておりませんでしたが、今後、藤沢市及び県東部

地区で本格的に事業展開を計画しており、資材置場として適地を探しておりま

した。

当該地が幹線道路に近く、新湘南バイパス等へのアクセスもよく、面積も必

要十分であり、最適な土地であると判断したとのことです。

申請地は、東側が雑種地、西側が農地、北側及び南側が道路になっておりま

す。

東側雑種地との境界には、地上高４０ｃｍの既設山留鋼板があり、西側の農

地との境界には、地上高３０ｃｍの既存コンクリートブロック２段があります。

南側は、道路から２～３ｍ程度高くなっており、既存の擁壁があるため、擁

壁の内側に地上高４０ｃｍの山留鋼板を新設し、土砂等の流出を防ぎます。

　　　　敷地内については、通路部分は砕石敷きをし、その他の箇所は整地のみ行い

ます。

雨水については、敷地内自然浸透処理とします。

　　　　地区協においては、譲受人の代理人と面談し、周辺に残る農地や、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、採決をいたします。

議案第３５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３５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３６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。

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、日程第４、議案第３６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」、説明をさせていただきます。

　　　　番号１は、西俣野を中心に１３７ａを耕作する方の新規借受分。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２は、西俣野で７４ａを耕作する方の更新借受分。

なお、利用権設定を行う農地については、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。

以上で説明を終わります。

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。

一つ参考にお聞きしますが、番号２の方は、多分同居されている方だと思い

ますけれども、同居している方が利用権を設定するということは、どういう意

味がありますか。

草柳主幹。

事務局（草柳真治主幹）　この方自身から、明確にこの理由で、ということは聞いて

いないのですが、考えられることとしましては、農業者年金の受給に関して、

このように名義を設定する必要があった、あるいは税制上の関係で、このよう

にすることが考えられると思います。

議長（齋藤義治委員）　はい。

　　　　他に何か意見はございませんか。

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

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３６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３６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３７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。

　　　　森 主任。

事務局（森 大晃主任）　それでは、日程第５、議案第３７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」を説

明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る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１９条

の２の規定に基づき、神奈川県知事の同意を得た上で、藤沢市に対し農用地利

用集積計画案の作成について依頼し、農業水産課において計画案を作成したこ

とから、同法第１９条の３の規定に基づき意見を求められたものです。

番号１は、高倉で２４ａを耕作している方の新規借受分。当該地では、サト

イモを作付けしていく予定となっております。

　　　　以上で説明を終わります。

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、採決をいたします。

議案第３７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３７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６、議案第３８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」、説明してまいります。

　　　　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、葛原字宮沼、１筆。地目、畑。地積、５８１㎡。内容は、昭和４０年１

１月以降、自己住宅敷地として利用、現在に至る。確認資料（平成１９年航空

写真）。現地確認日、令和２年８月１３日。

番号２。申請人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、地番、遠藤字菖蒲沢

境、２筆。１筆目が、地目、畑。地積、３８㎡。残る１筆が、地目、畑。地積、

１．０８㎡。合計で３９．０８㎡。内容は、平成１９年頃より自己住宅用通路

用地として利用し、現在に至る。確認資料（平成１９年航空写真）。現地確認

日、令和２年８月１３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、番号１について意見を求めます。

７番、上田委員。

７番（上田洋子委員）　本件の申請地につきましては、市道葛原・綾瀬線にある「南

葛野」交差点から北西に約７６０ｍの土地になります。

　　　　資料は１２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、第１種農地及び第３種農地のいずれの

要件にも該当しないため、「第２種農地」と判断しました。

申請者によると、葛原字宮沼の土地について、昭和４０年１１月以降、自己

住宅敷地として利用し、現在に至るとのことです。

　　　　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、８月１３日に地区委員の私、上田と漆原委員、
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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）　本件の申請地つきましては、県道藤沢・厚木線にある「六地

蔵」交差点から北西に約１５０ｍ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、遠藤字菖蒲沢境の土地について、平成１９年頃より自己住

宅用通路用地として利用し、現在に至るとのことです。

　　　　申請地は、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になる

ことから、非農地として証明できるものと判断します。

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、８月１３日に地区委員の私、小林と、事務局の

森さんで現地確認をし、申請どおり自己住宅進入通路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、採決をいたします。

　　　　議案第３８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３８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７、報告第１１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。

森 主任。

事務局（森 大晃主任）　本件につきましては、まず８ページから９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。

六会・長後地区が３件となっております。

続きまして、１０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。

御所見・遠藤地区が１件、六会・長後地区が２件、藤鵠・村岡・明治地区が

２件、合計５件となっております。

続きまして、１１ページから１３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８件、藤鵠・村岡・明治地区が３件、合計１１件となって

おります。

以上で説明を終わります。

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１１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すか。

　　　　草柳主幹。

事務局（草柳真治主幹）　私から、何点か報告をさせていただきます。

　　　　まず、「農地パトロールの実施について」です。
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各地区協でも御説明をさせていただきましたが、ことしも農地パトロールを

委員の皆様にお願いしたいと考えております。

調査期間は、前年と同様に９月１日～９月１８日までとさせていただきまし

た。各委員さんには、調査用の地図と調査票をお渡しさせていただきますけれ

ども、各地区２人ないしは３人ということでペアを組ませていただきましたの

で、このペアを基本として各地区の調査をお願いしたいと考えております。

調査票には、昨年、荒廃地として挙がっていたところを記載してありますの

で、こちらを中心に現在の状況を確認していただく。またあわせて、それ以外

の土地についても、荒廃状況の確認をしていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

今年からの新任委員さんにおかれましては、できるだけ継続の委員さんと一

緒のペアとさせていただきましたので、済みませんが、継続の委員さんにおか

れましては、フォローをしていただきますように、よろしくお願いいたします。

なお、新任の委員さん同士のペアになってしまったところもありますので、

もしわからないことがありましたら、事務局まで御連絡をいただきたいと思い

ます。

調査が終わったものにつきましては、来月の地区協において回収をさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

その結果を取りまとめまして、その後、荒廃地の所有者に対して利用意向確

認ないしは指導通知を、事務局から発送する予定でおります。よろしくお願い

いたします。

農地パトロールについては、以上です。

続きまして、各委員さんから伺った電話番号、住所等の名簿を地区協で配付

させていただきましたので、農地パトロールの調整などに御利用いただければ

と思います。

またあわせて、本日、総会資料としてお配りさせていただきました「担当地

区一覧」ですけれども、これは農地パトロール以外ですが、既に転用案件等で

現地確認をしていただいた委員さんもいらっしゃると思いますけれども、基本
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的に、どこの地区の場合にはこの委員さんにお願いしたいというところをまと

めたものが「担当地区一覧」になります。

獺郷、遠藤のように複数の委員さんがいらっしゃる箇所につきましては、一

応ざっと地図をつけさせていただいて、この区域についてはこの委員さんにお

願いする予定ですよというところを記載させていただきましたので、御確認を

いただければと思います。ただ、これはあくまでも目安ということですので、

状況に応じて、その地区の委員さん以外の方にお願いする場合もありますので、

その節はよろしくお願いいたします。

ちなみに調整区域での現地確認がほとんどでして、市街化区域につきまして

は、現地確認などは余り行っておりませんので、そのことも御了承いただけれ

ばと思います。

それから、来月の総会ですが、９月２８日に開催する予定ですけれども、今

月と違いまして、来月は、この建物の８階で行う予定になっておりますので、

お間違えのないように、よろしくお願いいたします。

最後に、先ほど冒頭に会長から農業委員会大会中止の話がありましたけれど

も、新任の委員さんに農業委員会大会の内容を説明しますと、神奈川県内の農

業委員会の農業委員さん、推進委員さん全てに集まっていただいて、決議事項

等を行う会議ですけれども、ことしは、１１月１２日に厚木市で行う予定でした

が、会長のお話のとおりコロナの影響で、今回は中止という扱いになりますの

で、出席いただく必要はありません。

ただ、書面での決議という話になりますので、案が届き次第皆様にお諮りさ

せていただくようになります。その点、御承知おきいただければと思います。

　　　　事務局からは、以上でございます。

議長（齋藤義治委員）　それでは、以上をもちまして８月の総会を閉会いたします。

　　　　なお、本日『農政時報』が２部配られていると思いますが、５８０号の８ペー

ジ、最後のところに、藤沢市で新規就農して頑張っている秋葉さんの記事が出

ておりますので、読んでいただければと思っております。よろしくお願いをい

たします。
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それでは、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２０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）


