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農 業 委 員 会 
 

１ 会議 

（１）農業委員会開催状況                 ※開催回数は農業委員の改選等に伴い更新 

第15回 平成26年4月28日 

農地法第3、4、5条関係 

買受適格証明について 

農用地利用集積計画の決定について 

特定農地貸付けの変更承認について 

平成27年度県農林業施策並びに予算に関する建議について 

第16回 平成26年6月2日 

農地法第3、4、5条関係 

買受適格証明について 

農用地利用集積計画の決定について 

平成25年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価並びに 

平成26年度の目標及びその達成に向けた活動計画について 

第17回 平成26年7月1日 
農地法第3、4、5条関係 

農用地利用集積計画の決定について 

第18回 平成26年7月30日 
農地法第3、4、5条関係 

農用地利用集積計画の決定について 

第19回 平成26年8月26日 

平成27年度相模原市農業施策に関する建議について 

「相模原市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」(案)の意見 

照会に対する回答について 

農地法第3、4、5条関係 

農用地利用集積計画の決定について 

第20回 平成26年10月1日 
農地法第3、4、5条関係 

農用地利用集積計画の決定について 

第21回 平成26年10月30日 
農地法第3、4、5条関係 

農用地利用集積計画の決定について 

第22回 平成26年11月25日 

農地法第3、4、5条関係 

特定農地貸付けの変更承認について 

農用地利用集積計画の決定について 

第23回 平成26年12月24日 
農地法第3、4、5条関係 

農用地利用集積計画の決定について 

第24回 平成27年1月29日 

相模原市農業委員会委員選挙人名簿登載申請について 

農地法第3、4、5条関係 

買受適格証明について 

農用地利用集積計画の決定について 

第25回 平成27年2月25日 

農地法第3、5条関係 

農用地利用集積計画の決定について 

平成28年度県農林業施策並びに予算に関する建議(税制改正要望事項)に 

ついて 

第26回 平成27年3月27日 

農地法第3、5条関係 

農用地利用集積計画の決定について 

農用地利用配分計画の作成について 

農地法の一部改正に伴う事務委任について 

相模原市農業委員会農地台帳の点検等及び公表実施規程について 

事務局職員の退職について 

事務局職員の任命について 
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（２）農政運営委員会開催状況 

（構成員：公選委員10名、選任委員3名） 

平成26年4月14日 

「平成27年度相模原市農業施策に関する建議・要望」 （素案）について 

｢平成27年度県農林業施策並びに予算に関する建議」 （案）について 

農政懇談会の開催について 

平成26年7月10日 

平成26年度農政懇談会開催結果について 

「平成27年度相模原市農業施策に関する建議・要望」（素案）について 

市建議提出までの日程について 

平成26年度農業委員現地視察について 

平成27年2月13日 

農地台帳における公表事務のガイドラインについて 

農業委員会に関する改革の推進について 

平成28年度相模原市農業施策に関する建議の流れについて 

平成28年度県農林業施策並びに予算に関する建議について 

総会における現地写真のパワーポイント実施について 

平成27年3月6日 

農業委員会活動の点検・評価及び活動計画の策定について 

平成28年度県農林業施策並びに予算に関する建議について 

平成27年度農政懇談会の開催について 

 

（３）農地あっせん委員会開催状況 

（構成員：公選委員30名、選任委員3名） 

平成26年6月2日 
農地再生モデル事業について 

農地再生モデル事業推進部会の役員について 

平成27年3月27日 

荒廃農地全体調査について 

農地再生モデル事業について 

農地あっせんの状況について 

新規就農者の推移について 

 

（４）全員協議会開催状況 

  （構成員：全委員） 

平成26年4月28日 

農業者年金加入推進員（加入推進部長）の推薦について 

農業委員会委員選挙人名簿登載者数について 

平成27年度相模原市農業施策に関する建議・要望（素案）について 

農政懇談会の進め方について 

農業委員会活動記録カードの提出について 

平成26年6月2日 
相模原市農業委員会連合会役員会の結果について 

農地保全啓発看板の作製及び配付の予定について 

平成26年7月1日 
農地保全啓発看板の募集等について 

（仮称）新・都市農業振興ビジョン検討委員会委員の推薦について 

平成26年7月30日 

相模原市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の改正について 

金原準工西側地区の状況について 

「農業委員会に関する法律」の改正に向けた組織討議について 

「平成26年度農政懇談会開催結果」について（報告） 

「平成27年度相模原市農業施策に関する建議・要望」（案）について 

建議提出までの日程について 

平成26年度農業委員現地視察（案）について 

農地法第3条の規定による農業委員会が定める別段面積（下限面積）について 

平成26年8月26日 
農業委員会に関する法律の改正に向けた組織検討の結果について 

農業委員等の公務災害補償制度について 
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全員協議会開催状況（つづき）  

平成26年10月1日 

平成26年度農業委員現地視察について 

神奈川県農業委員大会について 

農業委員会等に関する法律の改正に向けた組織討議の情報提供 

荒廃農地に関する全体調査について 

農地における屋外焼却行為に対する対応についての経過報告 

平成26年10月30日 

平成26年度神奈川県農業委員大会について 

神奈川県農業会議賛助会員費について 

荒廃農地に関する全体調査について 

相模原市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想について 

新規農業生産法人の利用権設定の動きについて 

平成26年11月25日 

新規農業生産法人の事業計画等について 

農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の調製にかかる申請書の確認について 

平成26年度農業委員現地視察について 

新規農業生産法人の利用権設定の動きについて 

平成26年12月24日 

新規農業生産法人の利用権設定について 

農業委員会委員選挙人名簿登載申請書等の確認について 

平成26年度相模原市農業委員会連合会現地視察について 

平成27年1月29日 

平成27年度相模原市農業施策に関する建議・要望の回答について 

平成27年度県農林業施策並びに予算に関する建議の回答について 

平成26年度相模原市農業委員会連合会現地視察について 

金原準工西側地区の状況について 

平成27年2月25日 

農地台帳における公表事務のガイドライン、相模原市農業委員会農地台帳の点検等

及び公表実施規程（案）について 

農業委員会に関する改革の推進について 

農地法に係る権限委譲について 

平成28年度相模原市農業施策に関する建議・要望の流れについて 

総会における現地写真のスクリーン投影の実施について 

農業会議賛助会員費募金について 

平成26年度農業委員会委員互助会費会計報告について 

平成26年度農業委員会連合会現地視察の会計報告について 

平成27年3月27日 

平成27年度農業委員会事務局体制について 

農業委員会活動の点検・評価及び活動計画の策定について 

平成28年度県農林業施策並びに予算に関する建議・要望について 

平成27年度農政懇談会開催日程について 

平成26年度津久井地域農政活動助成金会計報告及び平成27年度津久井地域農政 

活動予算について 

 

２ 選挙人名簿登載申請等 

  農業委員の選挙人名簿は、農家からの申請によって市選挙管理委員会が調製するが、農業委員会はその申請

書を審査し、意見を付して市選挙管理委員会に送付した。 

  選挙人名簿登載状況（平成27年3月31日確定） 

選挙権のある者 戸  数 

6,710人 3,961戸 

 

３ 国有農地等の維持管理及び登記事務 

  国有農地管理面積‥‥‥‥本庁管内：27筆 17,865㎡  津久井事務所管内：55筆 17,094㎡ 

合    計：82筆 34,959㎡ 
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４ 農業及び農業者に関する事項についての啓発及び情報交換 

（１）農政懇談会の開催  

  ア 本 庁 管 内：農家、農業者を対象に、相模原市農業協同組合8支店にて開催 

  イ 津久井事務所管内：農家、農業者を対象に、総合事務所4箇所にて開催 

（２）広報紙（農業のうごき）の発行 

 年4回発行(1回発行部数、本庁管内： 4,500部、津久井事務所管内： 11,200部)、管内農家及び関係農

業機関に配布 

 

５ 委員会の権限に属する各種の建議及び答申 

  平成26年8月27日付けにて｢平成27年度相模原市農業施策に関する建議・要望｣を市長に提出した。 

 

６ 独立行政法人農業者年金基金法第10条第1項の規定による受託業務 

  農業者年金基金と市の業務委託契約により、被保険者の資格審査に必要な資料の整備をした。 

  加入状況                         （平成27年3月31日現在 単位：人） 

 被保険者 
待期者 受給者 

合計 
旧制度 新制度 経営移譲年金 老齢年金 

本庁管内   8 12 3  5 163 191 

津久井事務所管内   4 19 4 21 94 142 

合 計  12 31 7 26 257 333 

 

７ 農地法その他の法令によりその権限に属する農地等の利用関係の調整 

  農地法等申請届出等処理状況 

(本庁管内) 

件  名 件数 面積(㎡) 件  名 件数 面積(㎡) 

農地法第3条(所有権)許可 18 20,754 農地法第3条(賃借権)許可   0 0 

農地法第3条(使用貸借)許可  0 0 農地法第3条(その他)許可   0 0 

農地法第4条許可 9 7,781 農地法第4条第1項第7号 160 82,457 
 農地法第5条許可 19 30,757 農地法第5条第1項第6号 395 176,678 

農地造成工事施工承認願  8 5,848 農地法第18条(第6項通知)  16 23,270 

(津久井事務所管内) 

件  名 件数 面積(㎡) 件  名 件数 面積(㎡) 

農地法第3条(所有権)許可 19 18,936 農地法第3条(賃借権)許可  0 0 

農地法第3条(使用貸借)許可  0 0 農地法第3条(その他)許可  0 0 

農地法第4条許可 18 11,060 農地法第4条第1項第7号 9 4,767 

農地法第5条許可 52 65,443 農地法第5条第1項第6号 16 37,424 

農地造成工事施工承認願  0 0 農地法第18条(第6項通知)  2 271 

 

８ 諸証明の発行                          （単位：件） 

 耕 作 証 明 転用事実確認証明 転用許可受理済等証明 

本庁管内 4 30 338 

津久井事務所管内 8 35  59 

 

９ その他農地に関すること 

管内の農地の利用状況についての確認を行った。 


