
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横浜市南西部農業委員会 

第２３回総会議事録 
 
 

（令和４年５月２５日開催） 



横浜市南西部農業委員会 第 23回総会 議事録 

日  時 令和４年５月 25日（水曜日）14時 00分～16時 40分 

開催場所 戸塚区役所 ８階大会議室Ａ・Ｂ 

出席者 

の状況 

総農業委員数  25名 

出席農業委員数 25名 

（農業委員 14名・農地利用最適化推進委員 11名） 

欠席農業委員数 ０名（別添出欠状況表のとおり） 

開催形態 公開（傍聴者 ０名） 

議  題 １ 議案 

第１号議案 農地法第３条の規定に基づく許可申請に対する処分につい

て 

第２号案件 農地法第４条の規定に基づく許可申請に対する意見決定に

ついて 

第３号議案 農地法第５条の規定の基づく許可申請に対する意思決定に

ついて 

第４号議案  農地法の適用を受けない土地に係る運用指針に基づく非農

地証明について 

第５号議案 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

第６号議案 相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行っている

旨の証明について 

第７号議案 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認につ

いて 

第８号議案 農地造成工事の承認について 

第９号議案 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明につい

て 

第 10 号議案 令和４年度生産緑地追加指定申出地区の農地等への該当に

ついて 

第 11 号議案 農地法第 30条の規定に基づく農地利用状況調査について 

第 12 号議案 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価に

ついて 

２ 報告事項 

第１号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出受理 

について 

第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出受理に

ついて 

第３号 特定農地の貸付けの変更について 

第４号 農業経営改善計画の認定について 

第５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明申請（令和４年度第 22

回総会議案）に対する一部取下げについてについて 



第６号 農地法第 52 条の規定に基づく農地の賃借料情報の提供につ

いて 

３ その他 

 人・農地プランについて 

 よこはま農委だより写真コンテスト投票について 

審議結果 第１号議案 

３号 保留 

４号 許可 

第２号議案 

１号 許可相当 

第３号議案 

２号 許可相当 

３号 許可相当 

第４号議案 

２号 承認 

３号 承認 

第５号議案 

１号 承認 

２号 承認 

３号 承認 

４号 承認 

５号 承認 

第６号議案 

４号 承認 

５号 承認 

６号 承認 

７号 承認 

８号 承認 

９号 承認 

第７号議案 

藤 13-01 承認 

保 13-04 承認 

第８号議案 

３号 承認 

４号 承認 

第９号議案 

３号 承認 

４号 承認 



第 10号議案 

2001 承認 

2007 承認 

2004 承認 

2005-1 

2005-2 
承認 

2009 承認 

2008 承認 

2003 承認 

2006 承認 

第 11号議案 

 承認 

第 12号議案 

 承認 

議 事 

 （開会 午後２時 00分） 

事務局 農業委員会会議規則により北村会長が議長になる。 

出席委員数報告。 

  

議長 第 23回の総会にお集まりいただきありがとうございます。事務局から報

告がありましたとおり、現在出席委員数は 25名です。よって総会は成立し

ておりますので、ただいまより第 23回総会を開会いたします。議事録署名

人は、横山重雄委員と福本清委員にお願いします。 

  

議長 それでは議題に入らせていただきます。第１号議案「農地法第３条の規

定に基づく許可申請に対する処分について」を審議します。事務局から説

明をお願いします。 

事務局 ＜第１号議案第３号を朗読＞ 

今回の審議に先立って申請者から契約条件が整わなかった為、取り下げ

をしたい旨の申出がありました。今回の審議において取下げ申請は間に合

わないため、保留とさせていただき、次回の総会において取下げの報告を

させていただきたいと思います。御審議をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第１号議案第３号について、保留とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第１号議案第３号については、保留と決定します。 

  

議長 次に第１号議案第４号を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第１号議案第４号を朗読＞ 



野渡委員 上飯田団地入口交差点から南西へ約 150ｍの農用地１筆です。就労継続

支援Ｂ型事業所を運営する法人へ寄付するものです。事業所の利用者が果

樹の栽培を行います。肥培管理良好です。御審議をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第１号議案第４号について、許可とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第１号議案第４号については、許可と決定します。 

  

議長 次に第２号議案「農地法第４条の規定に基づく許可申請に対する意見決定

について」を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第２号議案第１号を朗読＞ 

立地基準については、第３種農地に該当します。申請者の資力信用につ

いては、農地法の違反はなく、融資証明にて資力があることを確認してい

ます。関連する他法令について、令和４年５月２日開発行為許可申請を受

付済となっております。御審議をお願いします。 

安西八幸委員 県立横浜緑園高等学校から北に約 300ｍの調整白地１筆です。申請者が

小規模多機能型居宅介護事業所を整備し運営事業者に賃貸するものです。

借受予定事業者は横浜市内を中心に福祉施設の運営を行っており、横浜市

が行っている介護事業所整備促進を目的としたマッチング事業に選定され

たことから、今回の申請に至りました。申請地の東側及び南西側は宅地、

南側及び北西側は畑、北側は道路です。 

周囲は、出入口を除き既設及び新設のコンクリートブロック及びフェン

スで囲います。場内は建物及び緑地部分を除き、アスファルト等で舗装し

ます、雨水は新設する浸透施設等にて処理します。周囲の農地に支障はあ

りません。御審議をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第２号議案第１号について、許可相当とすることに異議なしとする方は

挙手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第２号議案第１号については、許可相当と決定します。 

  

議長 次に第３号議案「農地法第５条の規定の基づく許可申請に対する意思決

定について」を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第３号議案第２号を朗読＞ 

立地基準については、第３種農地に該当します。 

申請者の資力信用については、農地法の違反はなく、融資証明及び預金

通帳の写しにより資力があることを確認しています。調整が必要な他法令

はありません。 

青木委員 議案の詳細については金子推進委員から説明します。 

金子推進委員 県立横浜ひなたやま支援学校から北東へ約 350ｍの調整白地１筆です。

譲受人が申請地を購入し、資材置場を整備する計画です。譲受人は泉区新



橋町に資材置場を借りていますが、地権者の都合により面積が縮小された

ため、同じエリアで以前借りていた面積と同程度の広さの場所を探してい

ました。申請地を転用後は現在の置場は立ち退く予定です。申請地の東側

は宅地及び道路、西側及び北側は雑種地、南側は道路です。周囲は出入口

を除き、既設及び新設の鋼板等で囲みます。場内は砕石敷きとし、雨水は

自然浸透にて処理します。周囲の農地に支障はありません。御審議をお願

いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第３号議案第２号について、許可相当とすることに異議なしとする方は

挙手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第３号議案第２号については、許可相当と決定します。 

  

議長 次に第３号議案第３号を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第３号議案第３号を朗読＞ 

立地基準については、第２種農地に該当します。 

申請者の資力信用については農地法の違反はなく、残高証明にて資力が

あることを確認しています。関連する他法令として、水路の通行及び仮設

物設置については泉土木事務所と協議し、令和４年６月下旬に占用申請を

行う予定です。同じく、飯田高倉水利組合と協議し了解を得ています。河

川管理道路の通行については藤沢土木事務所と協議し了解を得ています。 

野渡委員 相鉄いずみ野線ゆめが丘駅から西へ約 550ｍの調整白地２筆です。譲受

人が鉄塔の部材取替工事及び塗装工事を行うための仮設作業場を設置する

一時転用です。工事完了後は農地に復元します。鉄塔の周囲が農地となっ

ているため、やむを得ず申請地を転用するものです。申請地の北側は畑、

東側は田、南側は水路及び道路、西側は水路及び河川管理道路、北東側は

鉄塔用地です。周囲はガードフェンス等で囲い、南側道水路沿いにゲート

を設けます。場内はポリプロピレンシート及び鋼製マットを敷設し、その

他農地部分は現状のまま使用します。雨水は自然浸透で処理する計画です。

周囲の農地に支障はありません。御審議をお願いします。 

安西健一委員 工事車両が出入りすることになるが農地への影響はないのか。 

事務局 工事エリアにはシートを敷設し、一時転用ですので、工事完了後には農

地へ復元することになっております。 

議長 他に御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第３号議案第３号について、許可相当とすることに異議なしとする方は

挙手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第３号議案第３号については、許可相当と決定します。 

  

議長 次に第４号議案「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針に基づく

非農地証明について」を審議します。事務局から説明をお願いします。 



事務局 ＜第４号議案第２号を朗読＞ 

青木委員 議案の詳細については相澤推進委員から説明します。 

相澤推進委員 新橋小学校から北へ約 450ｍの調整白地９筆です。昭和 43年ごろから資

材置場として賃貸し、現在に至ります。農地性はありません。御審議をお

願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第４号議案第２号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手を

お願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第４号議案第２号については、承認と決定します。 

  

議長 次に第４号議案第３号を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第４号議案第３号を朗読>＞ 

北村委員 東俣野中央公園から東側へ約 300ｍの農振白地 1 筆です。40 年前くらい

から駐車場として利用し、現在に至ります。農地性はありません。御審議

をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第４号議案第３号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第４号議案第３号については、承認と決定します。 

  

議長 次に第５号議案「相続税の納税猶予に関する適格者証明について」を審

議します。事務局より説明をお願いします。 

事務局 ＜第５号議案第１号を朗読＞ 

こちらは前回保留とさせていただいた案件です。適用範囲調整の結果、

申請農地の一部を取下げております。 

安西健一委員 泉が丘中学校から北に約 300ｍの調整白地１筆です。栗及び露地野菜を

栽培。肥培管理良好です。御審議をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第５号議案第１号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第５号議案第１号については、承認と決定します。 

  

議長 次に第５号議案第２号を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第５号議案第１号を朗読＞ 

こちらも前回保留とさせていただいた案件です。適用範囲調整の結果、

申請農地の一部を取下げております。 

安西健一委員 泉が丘中学校から北西に約 330ｍの調整白地８筆１団地ほか２筆２団地

です。栗などの果樹及び露地野菜を栽培しており、肥培管理良好です。御

審議をお願いします。 



議長  御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第５号議案第２号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第５号議案第２号については、承認と決定します。 

  

議長 次に第５号議案第３号を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第５号議案第３号を朗読＞ 

髙橋孝至委員 議案の詳細については田中推進委員から説明します。 

田中推進委員 舞岡小学校から東に約 400ｍの農用地 11筆１団地ほか５筆２団地です。

露地及び施設野菜を栽培しており肥培管理良好です。御審議をお願いしま

す。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第５号議案第３号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第５号議案第３号については、承認と決定します。 

  

議長 次に第５号議案第４号を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第５号議案第４号を朗読＞ 

野渡委員 市営地下鉄下飯田駅から南西に約 600ｍの調整白地３筆１団地ほか２筆

２団地です。水稲及び露地野菜を中心に栽培しており、肥培管理良好です。

御審議をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第５号議案第４号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第５号議案第４号については、承認と決定します。 

  

議長 次に第５号議案第５号を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第５号議案第５号を朗読＞ 

臼居委員 議案の詳細については根本推進委員から説明します。 

根本推進委員 吉原小学校から北へ約 120ｍの生産緑地２筆です。露地野菜を中心に栽

培しており、肥培管理は良好です。御審議をお願いします。 

議長  御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第５号議案第５号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長  総員挙手と認め、第５号議案第５号については、承認と決定します。 

  

議長  次に第６号議案「相続税の納税猶予に関する引き続き農業経営を行って



いる旨の証明について」を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第６号議案第４号を朗読＞ 

北村委員  東俣野中央公園から東側へ約 350ｍの農振白地２筆です。露地野菜中心

に栽培しており、肥培管理良好です。御審議をお願いします。 

議長  御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第６号議案第４号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長  総員挙手と認め、第６号議案第４号については、承認と決定します。 

  

事務局 ＜第６号議案第５号を朗読＞ 

青木委員  議案の詳細については金子推進委員から説明します。 

金子推進委員 県立横浜ひなたやま支援学校から北へ約 350ｍの調整白地１筆 1 団地ほ

か７筆４団地です。果樹及び露地野菜を栽培しており、肥培管理良好です。

御審議をお願いします。 

議長  御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第６号議案第５号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長  総員挙手と認め、第６号議案第５号については、承認と決定します。 

  

事務局 ＜第６号議案第６号を朗読＞ 

青木委員 議案の詳細については相澤推進委員から説明します。 

相澤推進委員  原小学校から北へ約 300ｍの生産緑地 11筆１団地です。ジャガイモなど

の露地野菜を栽培しており、肥培管理良好です。御審議をお願いします。 

議長  御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第６号議案第６号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長  総員挙手と認め、第６号議案第６号については、承認と決定します。 

  

事務局 ＜第６号議案第７号を朗読＞ 

鈴木委員 戸塚公園から南へ約 200ｍの生産緑地 32筆です。露地野菜を中心に栽培

しており、肥培管理良好です。御審議をお願いします。 

議長  御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第６号議案第７号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第６号議案第７号については、承認と決定します。 

  

事務局 ＜第６号議案第８号を朗読＞ 

鈴木委員  戸塚公園から南へ約 200ｍの生産緑地８筆です。露地野菜を中心に栽培



しており、肥培管理良好です。御審議をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第６号議案第８号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第６号議案第８号については、承認と決定します。 

  

事務局 ＜第６号議案第９号を朗読＞ 

髙橋功委員 上瀬谷小学校から南へ約 150ｍの農用地２筆１団地ほか 18 筆９団地で

す。水稲及び露地野菜を栽培しており、肥培管理良好です。御審議をお願

いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第６号議案第９号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長  総員挙手と認め、第６号議案第９号については、承認と決定します。 

  

議長 次に第７号議案「相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認

について」を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第７号議案藤 13－01を朗読＞ 

野渡委員 相鉄いずみ野線ゆめが丘から西に約 350ｍの調整白地６筆です。植木畑

として利用しており、肥培管理は良好です。御審議をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第７号議案藤 13－01 について、承認とすることに異議なしとする方は挙

手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第７号議案藤 13－01については、承認と決定します。 

  

議長 次に第７号議案保 13－04について審議します。事務局から説明をお願い

します。 

事務局 ＜第７号議案保 13－04を朗読＞ 

髙橋功委員 議案の詳細については金子推進委員から説明します。 

金子推進委員  原中学校から南西に約 500ｍの調整白地６筆１団地ほか６筆２団地です。

露地野菜を栽培しており、肥培管理良好です。御審議をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第７号議案保 13－04 について、承認とすることに異議なしとする方は挙

手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第７号議案保 13－04については、承認と決定します。 

  

議長 次に第８号議案「農地造成工事の承認について」を審議します。事務局



から説明をお願いします。 

事務局 ＜第８号議案第３号を朗読＞ 

髙橋功委員 上瀬谷小学校東側交差点から北東に約 300ｍの農用地２筆です。排水改

善のため、最大 2.0ｍの土の入換えるものです。工期は令和４年５月 26日

から令和４年 11月 30日の予定です。御審議をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第８号議案第３号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第８号議案第３号については、承認と決定します。 

  

議長 次に第８号議案第４号を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第８号議案第４号を朗読＞ 

髙橋功委員  上瀬谷球場から北東に約 300ｍの農用地２筆です。田畑転換のため最大

1.25ｍの盛土を行うものです。工期は令和４年５月 26日から令和４年９月

30日の予定です。御審議をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第８号議案第４号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第８号議案第４号については、承認と決定します。 

  

議長 次に第９号議案「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明に

ついて」を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第９号議案第３号を朗読＞ 

森委員 主たる従事者の死亡です。葛野小学校から北に約 250ｍの生産緑地１筆

です。主たる従事者は、令和３年 10月に疾病のため入院し、その後体調が

戻らず令和４年１月に死亡しました。御審議をお願いします。 

議長  御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第９号議案第３号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手

をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第９号議案第３号については、承認と決定します。 

  

議長 次に第９号議案第４号を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜第９号議案第４号を朗読＞ 

髙橋功委員  議案の詳細については金子推進委員から説明します。 

金子推進委員  原中学校から西に約 300ｍの生産緑地３筆です。主たる従事者の死亡で

す。亡くなる半年前までは作業に従事しており、作業ができなくなってか

らは姪に指示を出していました。御審議をお願いします。 

議長  御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第９号議案第４号について、承認とすることに異議なしとする方は挙手



をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第９号議案第４号については、承認と決定します。 

  

議長  次に第 10号議案「令和４年度生産緑地追加指定申出地区の農地等への該

当について」を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局  生産緑地の追加指定にあたり、横浜市から農業委員会に農地性について、

照会されているものです。個々の案件については、南部農政事務所農政推

進担当から説明します。 

南部農政事務所 ＜第 10号議案第 2001号を説明＞ 

臼居委員  下永谷池田公園から北西へ約 80ｍの２筆２団地です。既存の生産緑地の

一体化、整形化するものです。苗木、果樹及び露地野菜を栽培しており、

肥培管理良好です。御審議をお願いします。 

議長  御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第 10 号議案第 2001 号について、承認とすることに異議なしとする方は

挙手をお願いします 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第 10号議案第 2001 号については、承認と決定します。 

  

南部農政事務所 ＜第 10号議案第 2007号を説明＞ 

福本委員 釜利谷赤坂公園から西へ約 260ｍの１筆です。緑地機能を補完するもの

です。果樹及びサツマイモなど露地野菜を栽培しており、肥培管理良好で

す。御審議をお願いします。 

議長  御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第 10 号議案第 2007 号について、承認とすることに異議なしとする方は

挙手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第 10号議案第 2007 号については、承認と決定します。 

  

議長 ここで、議事参与の制限により、高橋孝至委員はいったん退室をお願い

します。 

  

 （高橋孝至委員 退室） 

  

南部農政事務所 ＜第 10号議案第 2004号を説明＞ 

安西八幸委員 議案の詳細については田中推進委員から説明します。 

田中推進委員 秋葉中学校から東へ約 120ｍの１筆です。既存の生産緑地の一体化、整形

化を図るものです。果樹の作付け準備中です。肥培管理良好です。御審議

をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第 10 号議案第 2004 号について、承認とすることに異議なしとする方は

挙手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 



議長 総員挙手と認め、第 10号議案第 2004 号については、承認と決定します。 

  

議長 高橋孝至委員の入室をお願いします。 

  

 （高橋孝至委員 入室） 

  

南部農政事務所 ＜第 10号議案第 2005－１、2005－２号を説明＞ 

矢島委員 長尾台公園から約 180ｍの 11筆４団地です。全市における第７回線引き

見直し、及び緑地機能を補完するものです。露地野菜を栽培しており、肥

培管理良好です。御審議をお願いします。 

議長  御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第 10 号議案第 2005－１、2005－２号について、承認とすることに異議な

しとする方は挙手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長  総員挙手と認め、第 10号議案第 2005－１、2005－２号については、承認

と決定します。 

  

南部農政事務所 ＜第 10号議案第 2009号を説明＞ 

野渡委員 議案の詳細については遠藤推進委員から説明します。 

遠藤推進委員 いちょう小学校から北東へ約 90ｍの４筆１団地です。全市における第７

回線引き見直しによるものです。露地野菜を栽培しており、肥培管理良好

です。御審議をお願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第 10 号議案第 2009 号について、承認とすることに異議なしとする方は

挙手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第 10号議案第 2009 号については、承認と決定します。 

  

南部農政事務所 ＜第 10号議案第 2008を説明＞ 

髙橋功委員  中屋敷中央公園から南に約 240ｍの２筆です。緑地機能を補完するもの

です。露地野菜を栽培しており、肥培管理良好です。御審議をお願いしま

す。 

議長  御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第 10 号議案 2008 号について、承認とすることに異議なしとする方は挙

手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長  総員挙手と認め、第 10号議案第 2008号については、承認と決定します。 

  

南部農政事務所 ＜第 10号議案第 2003号を説明＞ 

青木委員  橋戸原第二公園から西へ約 120ｍの１筆です。既存の生産緑地の一体化、

整形化するものです。果樹を栽培しており、肥培管理良好です。御審議を

お願いします。 

議長 御質問はありませんか。なければ採決を行います。 



第 10 号議案第 2003 号について、承認とすることに異議なしとする方は

挙手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第 10号議案第 2003 号については、承認と決定します。 

  

議長 ここで、議事参与の制限により、金子推進委員はいったん退室をお願い

します。 

  

 （金子推進委員 退室） 

  

南部農政事務所 ＜第 10号議案第 2006号を説明＞ 

青木委員  二ツ橋高等特別支援学校から南西に約 160ｍの４筆２団地です。既存の

生産緑地の一体化、整形化を図るものです。露地野菜を栽培しており、肥

培管理良好です。御審議をお願いします。 

議長  御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第 10 号議案第 2006 号について、承認とすることに異議なしとする方は挙

手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第 10号議案第 2006 号については、承認と決定します。 

  

議長  金子推進委員の入室をお願いします。 

  

 （金子推進委員 入室） 

  

議長  次に第 11 号議案「農地法第 30 条の規定に基づく農地利用状況調査につ

いて」を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局  農地利用状況調査の実施要領及び意向調査手続き規定に基づき、農地利

用状況調査を実施します。なお、利用状況調査の実施方法について、例年

は、農振農用地区域は、事務局及び市職員で全筆調査後、違反転用地や荒

廃農地など課題のある土地について、担当委員に確認をお願いしておりま

す。農振農用地区域以外の農地については担当委員に確認をお願いします。 

議長  この件について、御意見はありませんか。なければ採決を行います。 

第 11号議案「農地法第 30条の規定に基づく農地利用状況調査について」

について、承認とすることに異議なしとする方は挙手をお願いします。 

委員 （総員挙手） 

議長  総員挙手と認め、第 11号議案については、承認と決定します。 

  

議長 次に第 12号議案「令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・

評価について」を審議します。事務局から説明をお願いします。 

事務局  「令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について」

を説明。この内容でよろしいか、御審議をお願いします。 

議長  御質問はありませんか。なければ採決を行います。 

第 12号議案「令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価



について」について、承認とすることに異議なしとする方は挙手をお願い

します。 

委員 （総員挙手） 

議長 総員挙手と認め、第 12号議案については、承認と決定します。 

  

議長  次に議案書の報告事項について事務局から説明をお願いします。 

事務局 ＜報告事項第１号から第６号まで一括で報告＞ 

議長 報告事項について、御意見等がありましたらお願いします。 

御意見等がないようでしたら、その他情報提供・事務連絡を事務局から

お願いします。 

事務局 ＜人・農地プランについて説明＞ 

 ＜よこはま農委だより写真コンテスト投票について説明＞ 

 ＜その他情報提供・事務連絡を行う＞ 

  

議長 以上で、すべての事項を確認しました。全体をとおして、御意見・御質

問はありますでしょうか。 

御意見がないようでしたら、これをもちまして第 23回総会を閉会といた

します。 

  

 （閉会 午後４時 40分） 
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