
令和元年度第 ９ 回 青 梅 市 農 業 委 員 会 議 事 録  

 

１ 日  時  令和元年１２月２５日（水）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０３分  

４ 閉  会  午後４時１５分  

５ 出  席  １９名（農地利用最適化推進委員５名含む）  

６ 欠  席   ０名  

７ 議  事  別紙議事日程  

８ 議事録署名委員  

    ６番 青木 初雄 君  ９番 輪千 茂 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９回青梅市農業委員会議事日程 
期日  令和元年１２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 引き続き農業経営を行っている旨の証明について          ６件 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（移転）        ２件 

 

議案第３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について           １件 

 

議案第４号 生産緑地にかかる農業の主たる従事者についての証明願について   ２件 

 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用 

集積計画の決定について                     ４件 

 

５  報告事項                       ２２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１４名、欠席０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９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６番 青木委員さん、第１０番 輪千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。 

11 月 28 日 農業委員会会長研究集会 

（福島会長） 

：港区メルパルクホール 

11 月 29 日 農業委員会活動推進フォーラム 

（福島会長・吉永職務代理・部会長各位） 

：府中市生涯学習センター 

11 月 10 日 農地流動化・利用集積現地研究会 

（福島会長・推進委員各位） 

：レンブラントホテル東京町田 

 町田市内圃場 

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「引き続き

農業経営を行っている旨の証明について」６件を上程いたします。それでは、整理番号

１番および２番について、担当の私から説明します。 

 

整理番号１番 

調査結果 

整理番号１番について説明します。１２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。（申請人住所氏名・地番・地目・面積

読み上げ）、栗、ノラボウが栽培されてございました。（地番・地目・

面積読み上げ）、ここも一団の畑になっておりまして、みかん、いちじ
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く、ノラボウが植えられておりまして、畑としてしっかり管理されて

おりました。 

 

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。１２月１６日に事務

局と現地調査を行いました。（申請人住所氏名・地番・地目・面積読み

上げ）、ここは自宅の裏で栗林になっております。（地番・地目・面積

読み上げ）、ここは梅の跡地になっておりまして、下草はきれいに刈っ

ておりましたが、現在は特に栽培しておりません。今後、梅の再植栽

が可能になったら、再植栽をするとのことです。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３番について、清水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４番の清水です。整理番号３番について説明します。１２月

１３日に申請人立会いの下、事務局と現地調査を行いました。（申請人

住所氏名・地番・地目・面積読み上げ）この２筆にはお茶が栽培され

ております。（地番・地目・面積読み上げ）地目は田になっていますが、

現況は畑です。お茶、いちじくの苗木が植えられております。（地番・

地目・面積読み上げ）、ここも一団となっておりまして、お茶が栽培さ

れております。（地番・地目・面積読み上げ）、この６筆についても地

目は田になっておりますが、現況は畑です。ここもお茶の栽培と八頭、

秋野菜の収穫後になっておりました。（地番・地目・面積読み上げ）、

この２筆は自宅前にありまして、一団となっております。作物はねぎ、

白菜、ブロッコリー、ホウレンソウが栽培されておりました。すべて

の畑できれいに管理されておりました。以上になります。よろしく御

審議お願いします。 

 



- 3 - 

議長 

整理番号４番について、加藤委員さんの説明をお願いします。 

 

 

整理番号４番 

調査結果 

議席番号８番の加藤です。整理番号４番について説明します。１２月

１３日に本人・息子さん立会いの下、事務局と現地調査を行いました。

（申請人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ）、この３筆は自宅前の

畑でして、ここには大根、白菜、ほうれん草等が栽培されておりまし

た。（地番・地目・面積読み上げ）、ここは家の裏で、ブルーベリー、

柿、キウイ等が植えられておりました。次に、（地番・地目・面積読み

上げ）、ここには冬野菜が植えられておりました。（地番・地目・面積

読み上げ）、今年は休耕地になりますが、草も刈っていてきれいに管理

されておりました。（地番・地目・面積読み上げ）、ここも冬野菜が植

えられておりました。（地番・地目・面積読み上げ）、ここも冬野菜で

ある大根、白菜等が植えられておりました。（地番・地目・面積読み上

げ）、ここにはカリフラワー、キャベツ、サツマイモが植えられており

ました。（地番・地目・面積読み上げ）、ここにもネギ、人参、ブロッ

コリー等が植えておりました。（地番・地目・面積読み上げ）。ここに

は白菜、キャベツ等が植えられておりました。除草もされており、しっ

かり管理されておりました。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５番について、輪千委員さんの説明をお願いします。 

 

整理番号５番 

調査結果 

議席番号１０番の輪千です。整理番号５番について説明します。１２

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。（申請人

住所氏名・地番・地目・面積読み上げ）この土地は一団の畑で、農家
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の指導により農業体験ができる農業体験農園になります。白菜、ブロッ

コリー、大根等が栽培されております。以上になります。よろしく御

審議お願いします。 

 

議長 

整理番号６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６番 

調査結果 

議席番号１３番の和田です。整理番号６番について説明します。１２

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。（申請人

住所氏名・地番・地目・面積読み上げ）３筆とも自宅前の畑です。ヤー

コン、イチゴ、大根、ネギ、白菜、ノラボウ、イチジク、ブルーベリー

等が植えられておりました。畑としてよく管理されていたと思います。

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１３名］ 

 

議長 

挙手１３名により、可決されました。よって、議案第１号「引き続き農業経営を行っ

ている旨の証明について」６件は原案のとおり証明することに決定いたしました。 

次に議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請について」２件を上程いたしま

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２号「農地法第３条の規定による許可申請について」整理番号１番

をご説明いたします。譲渡人の    さんから譲受人の    さんへの、農地の所
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有権移転許可申請でございます。整理番号１番の申請地は（地番・地目・面積読み上げ）

本案件につきましては、譲渡人である    さんが息子さんの妻である    さん

に、農地を贈与することになり、農地法第３条の許可申請を行う運びとなったものでご

ざいます。農地法第３条の許可を得るためには、“農地法第３条第２項各号”に該当し

ないことが求められます。この判断については別紙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、

譲受人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、譲受人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、譲受人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、譲受人および世帯員等がすでに所有する農地と所有権移転す

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、譲受人およびその世帯員等が耕作の事業に供すべき農地は、（面積読

み上げ）となり、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

既に行っている植木栽培を維持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項各号には該当しないため、許可要件をすべて満たしていると判断いたしました。

なお、現地調査でございますが、１２月１１日に森谷委員と行いまして、調査結果は許

可するに相当であるとの判断となりました。 

 

次に、整理番号２番について説明いたします。譲渡人の    さんから譲受人の  

さんへの、農地の所有権移転許可申請でございます。整理番号２番の申請地は（地番・
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地目・面積読み上げ）。本案件につきましては、譲渡人である    さんが息子であ

る    さんに、農地を贈与することとなり、農地法第３条の許可申請を行う運びと

なったものでございます。農地法第３条の許可を得るためには、“農地法第３条第２項

各号”に該当しないことが求められます。この判断については別紙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。譲受人お

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。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。本案件につきましては、譲受人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。本案件につ

いては、譲受人およびその世帯員等が耕作の事業に供すべき農地は、（面積読み上げ）

となり、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。な

お、羽村市内の農地については、羽村市農業委員会による耕作証明にて確認しておりま

す。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。本案件については、申請地で主にいも類を栽培していく計

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項各号には該当しないため、許可要件

をすべて満たしていると判断いたしました。なお、現地調査でございますが、１２月１

１日に森谷委員と行いまして、調査結果は許可するに相当であるとの判断となりました。

以上でございます。よろしく御審議お願いします。 

 

議長 

事務局の説明は終わりました。整理番号１番および２番につきまして、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。整理番号１番について説明します。１２月１１日に事務

局と現地調査に行きました。ここにはもみじ等の植木の苗木が各種植えられておりまし

た。全体としては小さな草はありますが、荒れているという感じではなく問題ないと判

断しました。続きまして、整理番号２番について説明します。１２月１１日に事務局と

現地調査に行きました。ジャガイモ、八頭、キャベツ等の収穫した後でしたが、春にま
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たネギ、ジャガイモ類を中心に栽培するとのことです。きれいに管理されておりました。

以上になります。よろしく御審議お願いします。 

 

議長 

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。 

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１３名］ 

 

議長 

挙手１３名により、可決されました。よって、議案第２号「農地法第３条の規定によ

る許可申請について（移転）」２件は原案のとおり証明することに決定いたしました。

次に議案第３号「相続税の納税猶予に関する適格者証明について」１件を上程いたしま

す。それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

 議案第３号「相続税の納税猶予に関する適格者証明について」を御説明いたします。

整理番号１番（申請人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ）農地所有者であった被

相続人の    さんが令和元年５月９日死亡のため、相続人である    さんが

相続するにあたって、相続税の納税猶予の適格者証明願が行われたものでございます。

現地調査でございますが、１２月１３日に清水委員と行いまして、証明することにつ

いて支障なしとの結果となっております。 

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 

 

議長 

事務局の説明は終わりました。整理番号１番につきまして、清水委員さんの補足説明

は何かございますか。 

 

委員 

 議席番号４番の清水です。整理番号１番につきまして説明します。自宅の周りに６筆

ございまして、ほとんどの畑が収穫後で残っているのはタマネギやエンドウですが、来
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年の春にはネギ、人参等を植えるとのことです。畑自体はしっかり管理されておりまし

た。以上になります。よろしく御審議お願いします。 

 

 

議長 

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。 

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１３名］ 

 

議長 

挙手１３名により、可決されました。よって、議案第３号「相続税の納税猶予に関す

る適格者証明について」１件は原案のとおり証明することに決定いたしました。次に議

案第４号「生産緑地にかかる農業の主たる従事者についての証明願について」２件を上

程いたします。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４号「生産緑地にかかる農業の主たる従事者についての証明願につい

て」２件を御説明申し上げます。整理番号１番、（地番・地目・面積読み上げ）農地所

有者の    さんが平成３１年４月３０日死亡のため、相続人である    さんが

生産緑地の買取申出を行うにあたって、    さんが、生産緑地法第１０条の規定に

もとづく、農業の主たる従事者に該当するかの、証明願いが行われたものでございます。

１２月１３日に、現地調査を鈴木清委員と行いまして、証明することについて支障なし

との結果となっております。次に、整理番号２番について御説明申し上げます。農地所

有者の    さんが故障のため、生産緑地の買取申出を行うにあたって、    さ

んが生産緑地法第１０条の規定にもとづく、農業の主たる従事者に該当するかの、証明

願いが行われたものでございます。１２月１３日に、現地調査を鈴木清委員と行いまし

て、証明することについて支障なしとの結果となっております。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 
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事務局の説明は終わりました。整理番号１番および２番につきまして、鈴木清委員さ

んの補足説明は何かございますか。 

 

委員 

 議席番号９番の鈴木です。整理番号１番と２番について説明します。事務局の説明通

りでございます。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 

 推進委員の鈴木です。故障の方の原因は何でしょうか。 

 

事務局 

 変形の膝関節症でして、歩行等が困難ということで故障を認めたということになりま

す。 

 

委員 

 議席番号５番の島崎です。故障の場合、高齢化や認知症という理由でも故障を認定す

ることができるのでしょうか。 

 

事務局 

 故障は都市計画課が認定するものですが、単純に高齢になったというだけで認定する

ことは難しいとは思います。要介護度や医師の診断書等を総合的に判断して畑での耕作

作業が不可能かどうかを判断していくかと思います。 

 

委員 

 推進委員の鈴木です。今回の事例の膝関節症ですが、治る見込みはないのでしょうか。 

 

事務局 

 膝関節症の場合は、手術をすれば改善する可能性もありますが、御本人様が高齢であ
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り、手術を受けられないため、治る可能性は低いと判断したと思います。 

 

委員 

 議席番号１１番の丹生です。本人は畑をやる気はあるが、家族が畑をすることは難し

いと思って、故障の申請をする場合もあると思います。そういう場合も故障の認定をす

ることはできますか。 

 

事務局 

 本人が畑をやる気があった場合でも、医師の診断書や都市計画課の職員や農業委員さ

んの面談によって総合的に故障認定を判断していくと思います。仮に本人に耕作の意思

がある場合でも、客観的に見て耕作が不可能な場合は、けがをする可能性もありますの

で、耕作を止めることも重要かと思います。 

 

議長 

他に御意見、御質問等はありますか。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１３名］ 

議長 

挙手１３名により、可決されました。よって、議案第４号「生産緑地にかかる農業の

主たる従事者についての証明願について」２件は原案のとおり証明することに決定いた

しました。次に議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用

地利用集積計画の決定について」４件を上程いたします。それでは、事務局の説明をお

願いします。 

 

事務局 

議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計

画の決定について」４件を御説明申し上げます。整理番号１番から３番について、別紙

２－１の農用地利用集積計画をご覧ください。 

議案第５号 整理番号１番 

 （申請人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

 更新の利用権設定で、設定する権利は使用貸借権。 
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 契約期間は令和２年１月１０日から令和５年１月９日までの３年間。 

議案第５号 整理番号２番 

（申請人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

 更新の利用権設定で、設定する権利は使用貸借権。 

 契約期間は令和２年１月１０日から令和５年１月９日までの３年間。 

議案第５号 整理番号３番 

（申請人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

 更新の利用権設定で、設定する権利は使用貸借権。 

 契約期間は令和２年１月１０日から令和５年１月９日までの３年間。 

裏面以降は、使用借人の農業経営の状況等や、共通事項が記載されております。 

利用権の設定には、農業経営基盤強化促進法の第１８条第３項の各要件が満たされて

いることが求められます、こちらに関しましては、別紙２－２の調書をご覧ください。 

はじめに、第１号「農用地利用集積計画の内容が青梅市の定める基本構想に適合する

ものであること」でございますが、基本構想に記載される「利用権の設定等を受ける者

の備えるべき要件」につきましては、農地のすべてを効率的に利用することや農作業に

常時従事することなどが示されております。本件につきましては、所有または借用する

農機具や農作業に従事する者の状況等からみて、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見込まれ、また、農作業を行う必要がある日数について従事

すると見込まれますので、第１号には該当すると考えております。続いて第２号のイ「農

地の全部効率利用」およびロ「農作業常時従事」については、先ほど御説明いたしまし

た第１号とほぼ同義ですので、ともに該当すると考えております。続いて第３号のイに

ついては、「第２号のロに該当しない場合」でございますので、本案件では関係いたし

ません。続いて第３号のロについても、「法人である場合」でございますので、本案件

では関係いたしません。最後に第４号「農地にかかる権利を持つ全ての者の同意を得る

こと」でございますが、両者に利用集積計画を確認いただき同意の印をもらっておりま

すので、該当すると考えております。よって各号と照合した結果、許可要件をすべて満

たしていると考えます。現地調査につきましては、１２月１１日に森谷委員さんと行い

まして、支障なしとの協議結果となっております。 

次に、整理番号４番を御説明申し上げます。別紙３－１の農用地利用集積計画（案）

をご覧ください。 

 （申請人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

 新規の利用権設定で、設定する権利は賃借権。 
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 契約期間は、令和２年１月１０日から令和５年１月９日までの３年間。 

本件につきましては、ワサビを中心とした加工食品を製造販売する    が、畑で

栽培するオカワサビの研究栽培や苗の生産をするにあたり、農地を借り受けるため申請

があったものです。利用権設定後は、申請農地にハウス２棟を設置し、オカワサビを栽

培する計画となっております。利用権の設定には、農業経営基盤強化促進法の第１８条

第３項の各要件が満たされていることが求められます、こちらに関しましては、別紙３

－２の調書をご覧ください。はじめに、第１号「農用地利用集積計画の内容が青梅市の

定める基本構想に適合するものであること」でございますが、基本構想に記載される「利

用権の設定等を受ける者の備えるべき要件」につきましては、農地のすべてを効率的に

利用することや農作業に常時従事することなどが示されております。本件につきまして

は、賃借人が所有または借用する農機具や農作業に従事する者の状況等からみて、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見込まれ、また、賃借人は

農作業を行う必要がある日数について従事すると見込まれますので、第１号には該当す

ると考えております。続いて第２号のイ「農地の全部効率利用」およびロ「農作業常時

従事」については、先ほど御説明いたしました第１号とほぼ同義ですので、ともに該当

すると考えております。続いて第３号のイについては、「第２号のロに該当しない場合」

でございますので、本案件では関係いたしません。続いて第３号のロについては、「役

員の内１名以上が農業常時従事できること」でございますが、この「役員」とは、農地

法第３条および農地法施行規則第７条において、業務執行役員または重要な使用人を指

すと規定されております。本件につきましては、賃借人の重要な使用人のうち１名が農

業に常時従事しますので、該当すると考えております。最後に第４号「農地にかかる権

利を持つ全ての者の同意を得ること」でございますが、本件は所有者である    さ

んに相続が発生しております。農業経営基盤強化促進法では、「数人の共有に係る土地

について、所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共

有持分を有する者の同意を得られていれば足りる。」とあります。本件につきましては、

さんの法定相続人３名のうち２名の方に利用集積計画を確認いただき同意の印をも

らっております。従いまして権利者の同意を得ておりますので、該当すると考えており

ます。なお、同意の印をもらっていない残り１名の方につきましても、利用権について

御説明いただくよう相続人の方に依頼しております。よって農業経営基盤強化促進法第

１８条第３項各号と照合した結果、別添調書のとおり、許可要件をすべて満たしている

と考えます。現地調査につきましては、１２月１７日に青木委員さんと行いまして、支

障なしとの協議結果となっております。以上でございます。よろしく御審議をお願いい



- 13 - 

たします。 

 

議長 

事務局の説明は終わりました。整理番号１番から３番につきまして、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。整理番号１番から３番について説明します。１２月１１

日に事務局と現地調査に行きました。整理番号１番につきましてはブロッコリーが畑一

面に植えられておりました。除草もされており、きれいに管理されておりました。整理

番号２番につきましては、道路から奥のほうが畑になっておりまして、人参を栽培する

予定とのことです。ただ、道路側の畑がちょっと荒れておりましたので、耕作者と所有

者に会ったときに伝えたいと思います。整理番号３番につきましては、いも、ネギ、ブ

ロッコリー等を栽培予定とのことです。トラクターで畑自体はきれいに耕うんされてお

りました。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４番につきまして、青木委員さんの補足説明は何かございますか。 

 

委員 

 議席番号６番の青木です。整理番号４番について説明します。１２月１７日に事務局

と現地調査に行きました。現状は田んぼになっておりますが、そこを整地してハウスを

建ててオカワサビを栽培する予定とのことです。以上になります。よろしく御審議お願

いします。 

 

議長 

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。 

は役員も農業に従事していますか。 

 

事務局 

     はオカワサビを栽培・研究する部門がありまして、その部門に所属している

役員が農業に従事しているということになります。 
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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１３名］ 

 

議長 

挙手１３名により、可決されました。よって、議案第５号「農業経営基盤強化促進法

第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定について」４件は原案のとおり

証明することに決定いたしました。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、３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８号の規定による届出について」は、４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７号の規定による届出について」は、１４件で３ページから

４ページに記載されたとおりです。次に「耕作証明書について」は、１件で５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］ 

 

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３０分から開会いたします。 

 


