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農 業 委 員 会 
 

１ 会議 

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

第27回 平成 27年 4月 30日 

専決処分の承認について 

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 

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 

第28回 平成 27年 5月 28日 

小委員会の委員について 

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 

農用地利用配分計画の作成について 

平成 26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 27年度の目標及びその達成に向けた活動計画について 

専決処分の承認について 

第29回 平成 27年 7月 1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 

第30回 平成 27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 

農用地利用集積円滑化事業規程の変更の決定について 

第31回 平成 27年 8月 24日 

平成 28年度相模原市農業施策に関する建議について 

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 

農用地利用配分計画の作成について 

第32回 平成 27年 10月 1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 

第33回 平成 27年 11月 2日 

買受適格証明について 

農地法第 4、5条関係 

農用地利用集積計画の決定について 

農用地利用計画の変更について 

特定農地貸付けの変更承認について 

第34回 平成 27年 11月 25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 

農用地利用配分計画の作成について 

第35回 平成 27年 12月 24日 

専決処分の承認について 

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36回 平成 28年 1月 29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 

相模原市農地利用最適化推進委員として委嘱すべき者の選考手続に 

関する規則について 

相模原市農地利用最適化推進委員選考委員会設置要綱について 

第37回 平成 28年 2月 24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29年度県農林業施策並びに予算に関する要望(税制改正要望事項)に 

ついて 
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第 38回 平成 28年 3月 30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 

相模原市農業委員会会議規則の一部を改正する規則について 

相模原市農業委員会規程の一部を改正する規程について 

相模原市農業委員会選挙事務取扱規程の一部を改正する規程について 

相模原市農地利用最適化推進委員規程について 

相模原市農業委員会事務専決規程の一部を改正する規程について 

事務局職員の任命について 

 

（２）農政運営委員会開催状況 

（構成員：公選委員12名、選任委員3名） 

平成 27年 4月 14日 
「平成28年度相模原市農業施策に関する建議・要望」（素案）について 

農政懇談会の開催について 

平成 27年 7月 9日 

「平成27年度農政懇談会開催結果」について（報告） 

「平成28年度相模原市農業施策に関する建議・要望」（素案）について 

建議提出までの日程について 

平成27年度農業委員行政視察について 

平成 28年 2月 8日 

平成29年度「市への意見、要望提出」の流れ（案）について 

「平成29年度県農林業施策並びに予算に関する意見、要望」について 

平成28年度の小委員会のあり方、メンバーについて 

農地利用最適化推進委員の活動の手引き（案）について 

平成 28年 3月 15日 

「平成27年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」、 

「平成28年度の目標及びその達成に向けた活動計画」の流れについて 

「平成29年度県農地利用最適化の推進に関する意見」及び 

「平成29年度県農林業施策並びに予算に関する要望」について 

「平成29年度相模原市農地利用最適化の推進に関する意見」及び 

「平成29年度相模原市農業施策に関する要望」について 

農地利用最適化推進委員の活動の手引き（案）について 

相模原市農業委員地区担当制推進要領の一部改正案について 

 

（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27年5月28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28年3月30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27年4月30日 

農業委員会委員選挙人名簿登載者数について 

「平成28年度相模原市農業施策に関する建議・要望」（素案）について 

農政懇談会の進め方について  他２件 

平成27年5月28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 27年 7月 1日 

農業委員会法改正に関する情勢報告について 

農地保全啓発看板の作製及び配付の予定について 

新規農業生産法人の利用権設定の動きについて  他１件 
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全員協議会開催状況（つづき） 

平成 27年 7月 30日 

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27年度農政懇談会開催結果」について（報告） 

「平成28年度相模原市農業施策に関する建議・要望」（案）について  他３件 

平成 27年 8月 24日 

農業委員会等に関する法律の改正に向けた検討会の報告について 

農業委員等の公務災害補償制度について 

平成27年度農業委員行政視察（案）について  他１件 

平成 27年 10月 1日 

平成27年度農業委員会事務局体制について 

平成27年度農業委員行政視察について 

荒廃農地に関する全体調査について  他２件 

平成 27年 11月 2日 

農業委員会等に関する法律の改正に向けた検討会の報告について 

平成27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 

平成 27年 11月 25日

農業委員会等に関する法律の改正に向けた検討会の報告について 

農業委員、推進委員の推薦、公募に係る手続きの細則について 

啓発看板の配付について 

平成 27年 12月 24日

相模原市農業委員会規程の一部を改正する規程（案）について 

相模原市農地利用最適化推進委員規程（案）について 

相模原市農地利用最適化推進委員の募集に関する規則（案）について 

相模原市農地利用最適化推進委員選考委員会設置要綱（案）について  他２件 

平成 28年 1月 29日 

平成28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28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 

農業委員会等に関する法律の改正に向けた検討会の報告について 

農地利用最適化推進委員の募集案内について 

農地利用最適化推進委員選考委員会の委員の選任について 

農地転用許可等の権限移譲について  他２件 

平成 28年 2月 24日 

相模原市農業委員会の農地利用最適化推進委員として委嘱すべき者の 

選考に関する要綱について 

相模原市農業委員互助会規約の一部改正（案）について 

相模原市農地利用最適化推進委員互助会規約（案）について  他８件 

平成 28年 3月 30日 

平成28年度農業委員会事務局体制について 

「平成27年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」、 

「平成28年度の目標及びその達成に向けた活動計画」の流れについて 

「平成29年度県農地利用最適化の推進に関する意見」及び 

「平成29年度県農林業施策並びに予算に関する要望」について 

「平成29年度相模原市農地利用最適化の推進に関する意見」及び 

「平成29年度相模原市農業施策に関する要望」について 

農地利用最適化推進委員候補者の承認について  他９件 

 

２ 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：29筆 20,976㎡  津久井事務所管内：55筆 17,094㎡ 

合    計：84筆 38,070㎡ 

 

３ 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4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2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： 4,400 部、津久井事務所管内： 11,800 部)、管内農家及び農業関

係機関に配布 
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４ 委員会の権限に属する各種の建議及び答申 

  平成27年8月28日付けにて｢平成28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。 

 

５ 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28年3月31日現在 単位：人） 

待期者 受給者 
 被保険者 

旧制度 新制度 経営移譲年金 老齢年金 
合計 

本庁管内   7 11 3  4 149 174 

津久井事務所管内   4 19 4 19 82 128 

合 計  11 30 7 23 231 302 

 

６ 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 19 15,168 農地法第 3条(賃借権)許可   2 993

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 10 8,723 農地法第 4条第 1項第 7号 157 88,626

農地法第5条許可 23 41,368 農地法第 5条第 1項第 6号 356 123,825

農地造成工事施工承認願  7 5,085 農地法第 18条(第 6項通知)  16 30,326

(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 12 9,797 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 7 6,591 農地法第 4条第 1項第 7号 9 3,695

農地法第5条許可 47 37,553 農地法第 5条第 1項第 6号 14 3,119

農地造成工事施工承認願  1 667 農地法第 18条(第 6項通知)  2 2,724

 

７ 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 5 20 341 

津久井事務所管内 4 26  48 

 

８ 農業委員会等に関する法律の改正に伴う新たな委員制度 

  農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委員の選出方法が公選制から市長による任命制となり、農業

委員１９名が平成２８年４月１日付けで任命された。また、農地等の利用の最適化を推進するため、新たに設

置された農地利用最適化推進委員２２名を平成２８年４月１３日付けで委嘱した。 

なお、農業委員会委員選挙人名簿の調製は廃止された。 

 

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。 
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