
令和元年度第 ７ 回 青 梅 市 農 業 委 員 会 議 事 録  

 

１ 日  時  令和元年１０月２５日（金）午後３時  

２ 場  所  青梅市役所２階２０４会議室  

３ 開  会  午後３時０１分  

４ 閉  会  午後４時０５分  

５ 出  席  １７名（農地利用最適化推進委員５名含む）  

６ 欠  席   ２名  

７ 議  事  別紙議事日程  

８ 議事録署名委員  

    ７番 石川 雅章 君  ８番 加藤 仁志 君  

９ 出席職員  

   事務局長  小峰 啓一  事務局主査 青木 壮一  

  主  任  益子  裕  主   任 須合 潤也  

 



第７回青梅市農業委員会議事日程 
期日  令和元年１０月２５日 

会場  市役所２階２０４会議室 

 

１  議長開会および開議宣告 

 

２  議事録署名委員の指名 

 

３  諸報告 

 

４  議案審議 

議案第１号 国有財産一般競争入札に伴う参加資格の審査について       ２件 

 

議案第２号 国有財産一般競争入札に伴う参加資格の審査について（法人）   １件 

 

議案第３号 引き続き農業経営を行っている旨の証明について        １１件 

 

 

５  報告事項                       １７件 

 

６  議長閉議および閉会宣告 
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議長 

農業委員現在数１４名、出席１３名、欠席１名、よって、会議は成立いた

しました。これより令和元年度第７回青梅市農業委員会を開会いたします。 

はじめに議事録署名委員の指名ですが、会議規則第１３条の規定により、

第７番 石川雅章委員さん、第８番 加藤仁志委員さんを指名いたします

のでよろしくお願いいたします。 

次に、諸報告について事務局から報告願います。 

 

事務局 

それでは、前回の総会から今日までの日程行事につきまして御報告いたします。 

10 月 9 日 生産緑地本調査 

11 日、（福島会長・吉永職務代理・土地部会委員各位） 

：市内生産緑地 

10 月 10 日、経営部会長研究集会 

（福島会長、吉永職務代理、大越経営部会長） 

：市役所議会会議室・認定新規就農者圃場 

10 月 15 日、大嘗祭御収穫祭 

（福島会長） 

：川口悠さん圃場 

  10 月 17 日、親子農業体験会水田稲刈り 

       （福島会長・吉永職務代理・経営部会員各位・小峰委員・

丹生委員・清水委員） 

      ：藤橋の水田 

10 月 21 日、第２回土地部会 

     （福島会長・吉永職務代理・土地部会員各位 

    ：市役所５階会議室 

以上でございます。 

 

議長 

以上で報告を終わります。次に日程４の議案審議に入ります。議案第１号「国有財産

一般競争入札に伴う参加資格の審査について」２件及び議案第２号「国有財産一般競争

入札に伴う参加資格の審査について（法人）」を一括上程いたします。なお、議案第１
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号及び第２号は影山委員さんに関係するものでございますので、会議規則第１０条の規

定により審議が終了するまでの間、影山委員さんには退席いただきます。それでは、事

務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

 それでは、議案第１号「国有財産一般競争入札に伴う参加資格の審査について」およ

び「国有財産一般競争入札に伴う参加資格の審査について（法人）」について関連して

おりますので、一括でご説明いたします。本案件は、令和元年１０月２１日付で、関東

農政局長より国有財産一般競争入札に伴う入札資格の事前審査について照会があった

ため、お諮りするものです。申請者に入札参加資格があるか否か、農地法第３条許可基

準に沿ってご審議ください。それでは、説明に入ります。本議案は、関東農政局が一般

競争入札に付した物件で、土地の所在は（所在地・面積読み上げ）です。入札期日は令

和元年１１月２６日となっております。  

まず議案第１号整理番号１番の申請者についてご説明いたします。 

申請者は（申請者住所・氏名読み上げ）農地法第３条の許可基準については別紙１－１

の調査書のとおりです。お配りしております調査書をご覧ください。まず、第２項第１

号。許可することにあたって、許可を受ける農地について土地のすべてを効率的に利用

できることが求められますが、申請者およびその世帯員等の耕作状況、必要な機械の所

有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、耕作の事業に供すべき農地のすべてを

効率的に利用できるものと判断しました。次に第２項第２号。農地所有適格法人以外の

法人は農地を所有することができませんので、法人が許可を受けるためには、農地所有

適格法人であることが求められます。本案件については個人ですので、適用いたしませ

ん。次に第２項第３号。本案件については、信託ではございませんので、適用いたしま

せん。次に第２項第４号。許可することにあたっては、申請者および世帯員等が農作業

常時従事できることが求められます。この農作業常時従事とは、農地法施行規則により

１５０日となっております。本案件につきましては、申請者およびその世帯員等は、農

作業を行う必要がある日数について農作業に従事すると判断しております。次に第２項

第５号。許可することにあたっては、青梅市においては、申請者および世帯員等がすで

に所有する農地と賃借する農地の面積の合計が３０アール（３，０００㎡）以上である

ことが求められます。本案件については、申請者およびその世帯員等が耕作の事業に供

すべき農地が、合計３０アールを超えておりますので、不許可事項には該当いたしませ

ん。次に第２項第６号。本案件については、転貸ではございませんので、適用いたしま
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せん。最後に第２項第７号。許可することにあたっては、農地の権利移動を行うことで、

地域調和が乱されることがないことが求められます。本案件については、申請地でデン

トコーンを栽培していく計画ですので、周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用

に支障は生じないものと判断いたしました。以上のとおり農地法第３条第２項各号の不

許可事項には該当しないため、資格については問題ないと考えます。なお、現地調査で

ございますが、１０月１７日に森谷委員と行いまして、調査結果は資格について問題な

しであるとの判断となりました。 

次に、議案第１号整理番号２番の申請者について説明いたします。 

 申請者は（申請者住所・氏名読み上げ）農地法第３条の許可基準については別紙１－

２の調査書のとおりです。お配りしております調査書をご覧ください。 

 まず、第２項第１号。許可することにあたって、許可を受ける農地について土地のす

べてを効率的に利用できることが求められますが、申請者およびその世帯員等の耕作状

況、必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、耕作の事業に供す

べき農地のすべてを効率的に利用できるものと判断しました。次に第２項第２号。農地

所有適格法人以外の法人は農地を所有することができませんので、法人が許可を受ける

ためには、農地所有適格法人であることが求められます。本案件については個人ですの

で、適用いたしません。次に第２項第３号。本案件については、信託ではございません

ので、適用いたしません。次に第２項第４号。許可することにあたっては、申請者およ

び世帯員等が農作業常時従事できることが求められます。この農作業常時従事とは、農

地法施行規則により１５０日となっております。本案件につきましては、申請者および

その世帯員等は、農作業を行う必要がある日数について農作業に従事すると判断してお

ります。次に第２項第５号。許可することにあたっては、青梅市においては、申請者お

よび世帯員等がすでに所有する農地と賃借する農地の面積の合計が３０アール（３，０

００㎡）以上であることが求められます。本案件については、申請者およびその世帯員

等が耕作の事業に供すべき農地が、合計３０アールを超えておりますので、不許可事項

には該当いたしません。次に第２項第６号。本案件については、転貸ではございません

ので、適用いたしません。最後に第２項第７号。許可することにあたっては、農地の権

利移動を行うことで、地域調和が乱されることがないことが求められます。本案件につ

いては、申請地で露地野菜・果樹を栽培していく計画ですので、周辺の農地の農業上の

効率的かつ総合的な利用に支障は生じないものと判断いたしました。以上のとおり農地

法第３条第２項各号の不許可事項には該当しないため、資格については問題ないと考え

ます。なお、現地調査でございますが、１０月１５日に吉永職務代理と行いまして、調



- 4 - 

査結果は資格について問題なしであるとの判断となりました。 

最後に、議案第２号の申請者について説明いたします。 

 申請者は（申請者住所・氏名読み上げ）農地法第３条の許可基準については別紙２の

調査書のとおりです。お配りしております調査書をご覧ください。まず、第２項第１号。

許可することにあたって、許可を受ける農地について土地のすべてを効率的に利用でき

ることが求められますが、申請者の耕作状況、必要な機械の所有の状況、農作業に従事

する者の数等からみて、耕作の事業に供すべき農地のすべてを効率的に利用できるもの

と判断しました。次に第２項第２号。農地所有適格法人以外の法人は農地を所有するこ

とができませんので、法人が許可を受けるためには、農地所有適格法人であることが求

められます。本案件については農地所有適格法人に該当するため、適用いたしません。

農地所有適格法人に該当するかについては、別紙２裏面をご覧ください。農地所有適格

法人に該当するためには、農地法第２条第３項の不許可事項に該当しないことが求めら

れます。まず、法第２条第３項。農地所有適格法人に該当するためには、公開会社でな

い株式会社に限りますが、申請者は定款に株式譲渡制限の規定を設けている非公開会社

であります。次に、法第２条第３項第１号。農地所有適格法人に該当するためには、そ

の法人の主たる事業が農業であることが求められますが、申請者は主な事業としてミニ

トマト等を生産し、加工・製造・販売を行っております。次に、法第２条第３項第２号。

農地所有適格法人に該当するためには、農業に常時従事する者が有する議決権の合計が

総株主の過半を占めていることが求められますが、申請者は農業に常時従事する者が有

する議決権の合計が総株主の過半を占めております。次に、法第２条第３項第３号。農

地所有適格法人に該当するためには、農業に常時従事する株主が取締役の過半を占めて

いる必要がありますが、申請者は農業に常時従事する株主が取締役の過半を占めており

ます。最後に、法第２条第３項第４号。農業に常時従事する者は、農地法施行規則によ

り１５０日以上農作業を行う必要がありますが、申請者の農業に常時従事する者は１５

０日以上農作業を行うと判断しております。よって、申請者は農地所有適格法人に該当

すると判断いたしました。それでは、農地法第３条の許可基準に戻ります。第２項第３

号。本案件については、信託ではございませんので、適用いたしません。次に第２項第

４号。許可することにあたっては、申請者が農作業常時従事できることが求められます。

本案件につきましては、申請者は、農作業を行う必要がある日数について農作業に従事

すると判断しております。次に第２項第５号。許可することにあたっては、青梅市にお

いては、申請者がすでに所有する農地と賃借する農地の面積の合計が３０アール（３，

０００㎡）以上であることが求められます。本案件については、申請者が耕作の事業に



- 5 - 

供すべき農地が、合計３０アールを超えておりますので、不許可事項には該当いたしま

せん。次に第２項第６号。本案件については、転貸ではございませんので、適用いたし

ません。最後に第２項第７号。許可することにあたっては、農地の権利移動を行うこと

で、地域調和が乱されることがないことが求められます。本案件については、申請地で

ミニトマトをハウス栽培していく計画ですので、周辺の農地の農業上の効率的かつ総合

的な利用に支障は生じないものと判断いたしました。以上のとおり農地法第３条第２項

各号の不許可事項には該当しないため、資格については問題ないと考えます。なお、現

地調査でございますが、１０月１８日に森谷委員と行いまして、調査結果は資格につい

て問題なしであるとの判断となりました。以上でございます。よろしくご審議お願いい

たします。 

 

議長 

事務局の説明は終わりました。議案第１号整理番号１番及び議案第２号について、森

谷委員さんの補足説明は何かございますか。 

 

委員 

 議席番号１４番の森谷です。事務局の説明通りですが、議案第１号整理番号１番の 

さんはデントコーンを栽培する予定とのことです。また、議案第２号の  さんはビ

ニールハウスを建てて、トマトを栽培する予定のようです。既に立川でミニトマトの

ハウス栽培をしているとのことでした。よろしく御審議お願いします。 

議長 

議案第１号整理番号２番について吉永委員さんの補足説明は何かございますか。 

 

委員 

 議席番号１２番の吉永です。事務局の説明の通りでございます。よろしく御審議お願

いします。 

 

議長 

以上で担当委員の補足説明は終わりました。本件につきまして御質疑ございますか。 

 

委員 

議席番号１２番の吉永です。議案第２号の  さんですが、立川以外でもトマトのハ
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ウス栽培を行っているのでしょうか。また、従業員は何名ほどで経営をしていますか。 

 

事務局 

 立川以外ではハウス栽培を行ってはおりません。経営規模については、家族経営を

行っておりまして、家族以外に約２０名の従業員を雇っているとのことです。 

 

議長 

御意見、御質問等無いようですので、採決を取ります。賛成の農業委員は挙手をお願

いします。 

 

［挙手１２名］ 

 

議長 

挙手１２名により、可決されました。よって、議案第１号「国有財産一般競争入札に

伴う参加資格の審査について」２件及び議案第２号「国有財産一般競争入札に伴う参加

資格の審査について（法人）」１件は原案のとおり資格について問題なしと回答するこ

とに決定いたしました。議案第１号及び議案第２号の審議が終了しましたので、影山委

員さんには自席に着席をしていただくようお願いします。 

 

議長 

次に、議案第３号「引き続き農業経営を行っている旨の証明について」１１件を上程

いたします。それでは、整理番号１番及び２番について、島崎委員さんの説明をお願い

します。 

 

整理番号１番 

調査結果 

議席番号５番島崎です。整理番号１番について説明します。１０月１

６日に本人立会いの下、事務局と現地調査を行いました。（申請者氏

名・地番・地目・面積読み上げ）ここには白菜、大根、ネギ、ノラボ

ウが植えられていました。（地番・地目・面積読み上げ）ここにはブルー

ベリーと柿が植えられていました。（地番・地目・面積読み上げ）ここ

には柿、栗、ブルーベリーが植えられていました。以上になります。
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よろしく御審議お願いします。 

 

整理番号２番 

調査結果 

続きまして整理番号２番について説明します。１０月１６日に事務局

と本人立会いの下、現地調査を行いました。（申請者氏名・地番・地目・

面積読み上げ）ここには白菜、ホウレンソウが植えられていました。

（地番・地目・面積読み上げ）ここには大根、ブロッコリーが植えら

れていました。以上になります。よろしく御審議お願いします。 

 

 

議長 

整理番号３番から５番について、石川委員さんの説明をお願いします。 

 

整理番号３番 

調査結果 

議席番号７番の石川です。整理番号３番について説明します。１０月

１５日に本人立会いの下、事務局と現地調査を行いました（申請者氏

名・地番・地目・面積読み上げ）ビニールハウスが４棟ありまして、

野菜苗、タマネギ、ノラボウが栽培されていました。以上になります。

よろしく御審議お願いします。 

 

整理番号４番 

調査結果 

続きまして整理番号４番について説明します。１０月１５日に本人立

会いの下、事務局と現地調査を行いました。（申請者氏名・地番・地目・

面積読み上げ）ここにはレタス、大根、サツマイモが栽培されていま

した。以上になります。よろしく御審議お願いします。 

 

整理番号５番 

調査結果 

続きまして整理番号５番について説明します。１０月１５日に本人立
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会いの下、事務局と現地調査を行いました。（申請者氏名・地番・地目・

面積読み上げ）ビニールハウスが５棟ありまして、レッドロビン、ヤ

マモモが栽培されていました。以上になります。よろしく御審議お願

いします。 

 

議長 

整理番号６番について、鈴木清委員さんの説明をお願いします。 

 

整理番号６番 

調査結果 

議席番号９番の鈴木清です。整理番号６番について説明します。１０

月１５日に事務局と現地調査を行いました。（申請者氏名・地番・地目・

面積読み上げ）里芋等が植えられていました。自家消費用の作物との

ことです。以上になります。よろしく御審議お願いします。 

 

議長 

整理番号７番について、丹生委員さんの説明をお願いします。 

 

整理番号７番 

調査結果 

議席番号１１番の丹生です。整理番号７番について説明します。１０

月１６日に本人立会いの下、事務局と現地調査を行いました。（申請者

氏名・地番・地目・面積読み上げ）里芋等が植えられていました。か

なり広い畑でして、市民が参加できる体験農場を１年後には開きたい

と本人がおっしゃっていました。以上になります。よろしく御審議お

願いします。 

 

議長 

整理番号８番について、吉永委員さんの説明をお願いします。 

 

整理番号８番 

調査結果 
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議席番号１２番の吉永です。整理番号８番について説明します。１０

月１５日に事務局と現地調査を行いました。（申請者氏名・地番・地目・

面積読み上げ）ここには、春菊、小松菜が植えられていました。（地番・

地目・面積読み上げ）ここにはホウレンソウが植えられていました。

（地番・地目・面積読み上げ）ここにはナスが植えられていました。

（地番・地目・面積読み上げ）ここにはブロッコリーが植えられてい

ました。（地番・地目・面積読み上げ）ここにはブドウ、キウイが植え

られていました。以上になります。よろしく御審議お願いします。 

 

議長 

整理番号９番について、和田委員さんの説明をお願いします。 

 

整理番号９番 

調査結果 

議席番号１３番の和田です。整理番号９番について説明します。１０

月１６日に家族立会いの下、事務局と現地調査を行いました。（申請者

氏名・地番・地目・面積読み上げ）ここには梅の木が植えられていま

した。（地番・地目・面積読み上げ）ここには梅の木とキウイが植えら

れていました。以上になります。よろしく御審議お願いします。 

 

議長 

整理番号１０番及び１１番について、川鍋委員さんの説明をお願いします。 

 

整理番号１０番 

調査結果 

推進委員の川鍋です。整理番号１０番について説明します。１０月１

６日に事務局と現地調査を行いました（申請者氏名・地番・地目・面

積読み上げ）１団の畑になっておりまして、里芋、大豆を栽培してお

りました。（地番・地目・面積読み上げ）こちらは自宅前の畑になって

おりまして、らっきょう、タマネギの苗、大根、コンニャク芋を栽培

しておりました。（地番・地目・面積読み上げ）ここは茶畑となってお

ります。以上になります。よろしく御審議お願いします。 
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整理番号１１番 

調査結果 

続きまして整理番号１０番について説明します。１０月１６日に事務

局と現地調査を行いました。（申請者氏名・地番・地目・面積読み上げ）

ここは先ほどもご説明しましたが、茶畑となっております。以上にな

ります。よろしく御審議お願いします。 

 

議長 

以上で、担当委員の説明は終わりました。本件につきまして御質疑ございませんか。

御意見、御質問等無いようですので、採決を取ります。賛成の農業委員は挙手をお願い

します。 

 

［挙手１２名］ 

 

議長 

挙手１２名により、可決されました。よって、議案第３号「引き続き農業経営を行っ

ている旨の証明について」１１件は原案のとおり証明することに決定いたしました。 

 

議長 

次に、日程５の報告事項に移らせていただきます。報告事項として、会長専決処理等

の報告を申し上げますので、別冊の報告書を御用意ください。それでは報告に移ります。 

はじめに「農地法第３条の３第１項の規定による届出について」は、２件で１ページ

に記載されたとおりです。次に「農地法第４条第１項第７号の規定による届出について」

は、１件で２ページに記載されたとおりです。次に「農地法第５条第１項第６号の規定

による届出について」は、１２件で３ページから５ページに記載されたとおりです。次

に「耕作証明について」は、２件で６ページに記載されたとおりです。以上で報告は終

わります。御質疑等がなければ、報告のとおり御了承をいただきたいと存じますがよろ

しいでしょうか。 

 

［異議なし］ 
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議長 

ありがとうございました。ただいまの報告をもちまして、本日の審議はすべて終了い

たしました。慎重な御審議を賜りありがとうございました。感謝を申し上げ総会を閉会

とさせていただきます。なお、全員協議会は午後４時１５分から開会いたします。 

 


