
令和元年度第 １ ０ 回 青 梅 市 農 業 委 員 会 議 事 録  

 

１ 日  時  令和２年１月２７日（月）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  

    １１番 丹生 守 君  １２番 吉永 武 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  須合 潤也  

 



第１０回青梅市農業委員会議事日程 
期日  令 和 ２ 年 １ 月 ２ ７ 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          ８件 

 

議案第２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３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４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                     ２件 

 

５  報告事項                       １３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、よって、会議は成立致しました。

これより令和元年度第１０回青梅市農業委員会を開会致します。 

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１１番 丹生委員さん、第１２番 吉永委員さんを指名致しますのでよ

ろしくお願い致します。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致します。 

１２月２７日、内田農業振興会受賞祝賀会 

    （吉永職務代理） 

    ：スイートプラム 

１月９日、生産緑地追加指定現地調査 

    （福島会長・丹生土地部会長） 

    ：市内圃場 

１月１６日、西多摩地区農業委員会検討会 

    （福島会長） 

    ：羽村市役所 

１月２３日、フレッシュ&Ｕターン農業後継者セミナー・西多摩地区修了式 

    （福島会長） 

    ：東京都農林水産振興財団青梅庁舎 

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」８件を上程致します。 

それでは、整理番号１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１番 

調査結果 

議席番号４番の清水です。整理番号１番について説明します。本人

の息子さん立会いの下、１月２１日に事務局と現地調査を行いました。 
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（申請人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ）、ここには自宅前

から植木等が約４０本あり、苗を設置している場所が６ヵ所ほど見ら

れました。（地番・地目・面積読み上げ）、ここではほとんどの木が伐

採済みで、大根や玉ねぎや小松菜等を畑で栽培されていました。合計

（面積読み上げ）、５筆とも適正に管理されていました。 

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２番について、島﨑委員さんの説明をお願いします。 

 

整理番号２番 

調査結果 

議席番号５番の島﨑です。整理番号２番について説明します。１月

２１日、本人立会いの下、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）、この畑では小松

菜・大根・ネギ・白菜・エンドウ等１０種類以上の野菜が栽培されて

おり、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 

整理番号３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３番 

調査結果 

議席番号９番の鈴木清です。整理番号３番について説明します。１

月１７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）、こちらは茶畑と

して利用。（地番・地目・面積読み上げ）、こちらはジャガイモとサツ

マイモを栽培。（地番・地目・面積読み上げ）、こちらは茶畑として利

用。（地番・地目・面積読み上げ）、こちらは自宅前の畑で大根など栽

培。（地番・地目・面積読み上げ）、こちらは茶畑として利用。合計（面

積読み上げ）、いずれも適正に管理されておりました。 
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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番から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４番から７番 

調査結果 

議席番号１１番の丹生です。いずれも１月１７日に事務局と現地調

査を行いました。 

はじめに整理番号４番について説明します。（申請人住所氏名・地

番・地目・面積読み上げ）。モッコクやモクセイを栽培しており、適正

に管理されていました。 

次に整理番号５番について説明します。（申請人住所氏名・地番・

地目・面積読み上げ）、シダレモミジやモッコクを栽培しており、適正

に管理されていました。 

次に整理番号６番について説明します。（申請人住所氏名・地番・

地目・面積読み上げ）、ブルーベリーやキウイフルーツを栽培しており、

適正に管理されていました。 

次に整理番号７番について説明します。（申請人住所氏名・地番・

地目・面積読み上げ）、ブルーベリーを栽培しており、適正に管理され

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８番について、森谷委員さんの説明をお願いします。 

 

整理番号８番 

調査結果 

議席番号１４番の森谷です。整理番号８番について説明します。１

月２１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）、一部で大根やネ

ギを栽培している他、全て茶畑として利用。大変きれいに管理されて
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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 

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」８件は原案のとおり証明することに決定致しました。 

次に議案第２号「相続税の納税猶予に関する適格者証明について」１件を上程致しま

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「相続税の納税猶予に関する適格者証明について」

を御説明致します。 

 整理番号１番 （被相続人と相続人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

 

農地所有者であった被相続人の（被相続人氏名）さん死亡のため、相続

人である（相続人氏名）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、１月１７日に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。よろしく御審議をお願い致します。 

 

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、鈴木清委員さんの補足説

明は何かございますか。 
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委員 

 議席番号９番の鈴木清です。１月１７日に事務局と現地調査を行いました。御本人は

高齢のため一人での耕作は難しいようですが、家族と協力して耕作にあたっているとの

ことで、問題は見られませんでした。以上になります。 

 

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「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致しました。 

次に議案第３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件を上程致します。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３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番について御説明申し上げます。 

（申請地地番・地目・面積読み上げ） 

農地所有者の（申請者氏名）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、（申請者氏名）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、証明願が行われたものでござい

ます。 

１月２１日に、現地調査を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。 

 

次に、整理番号２番について御説明申し上げます。 

（申請地地番・地目・面積読み上げ） 



- 6 - 

（被相続人の氏名）さんが死亡のため、相続人である（申請者氏名）さ

んが生産緑地の買取申出を行うにあたって、（被相続人の所有者氏名）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、証明願が行われたものでございます。 

１月１７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。よろしく御審議お願い致します。  
 

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。畑の状態は良好ですが、周辺住民の方に手伝ってもらって

いて、続けるのは難しいとのことです。以上になります。 

 

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。 

整理番号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番の鈴木清です。現在、該当地ではほとんど耕作が行われていない状態で

す。以上になります。 

 

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 

整理番号１番の（申請者氏名）さんは故障とありますが、どのような状態でしょ

うか。 

 

事務局 
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前立腺がんの手術後、骨粗鬆症
こつそしょうしょう

と診断されており、歩行等に大きな支障はありませ

んが、力仕事を行うと骨折の恐れがあるとのこと。年齢は８４歳です。 

 

委員 

故障による証明願の場合、具体的に判断基準の規定はありますでしょうか。 

 

事務局 

具体的な規定はなく、農業経営が困難な場合とされています。故障要因が腕や足の欠

損、心肺機能低下など様々なため、症状により判断が異なります。証明願の際に提出を

義務付けている医師の診断書、御本人との面談を通じて、都市計画課の職員や農業委員

と判断をしているのが現状です。 

 

議長 

そのほか、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「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

とに決定致しました。 

次に議案第４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」２件を上程致します。それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 

 議案第４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」２件を御説明申し上げます。  
整理番号１番について、別紙１－１の農用地利用集積計画（案）を御覧

ください。 

議案第４号 整理番号１番 

（使用借人住所氏名読み上げ） 
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（使用貸人住所氏名読み上げ） 

（利用権設定する土地の地番・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２月１０日から令和７年２月９日までの５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１－

２の調書を御覧ください。  
 

◎農業経営基盤強化促進法第１８条第３項  
 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」については、先ほど御説明致

しました第１号とほぼ同義ですので、該当すると考えております。第２号

のロにつきましては、農地所有適格法人の場合は既に該当しているため、

本案件では関係ありません。  
 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、本案件では関係致しません。  
 続いて第３号のロについても、「第２号のロに該当しない場合」でござい

ますので、本案件では関係致しません。  
 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。  
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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、１月２１日に石川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２番を御説明申し上げます。別紙２－１の農用地利用集

積計画（案）を御覧ください。 

 
議案第４号 整理番号２番 

（使用借人住所氏名読み上げ） 

（使用貸人住所氏名読み上げ） 

（利用権設定する土地の地番・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２月１０日から令和５年２月９日までの３年間。  
 
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の調書を御覧ください。  
 

◎農業経営基盤強化促進法第１８条第３項  
 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、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、先ほど御説明致しました第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、本案件では関係致しません。  
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 続いて第３号のロについても、「第２号のロに該当しない場合」でござい

ますので、本案件では関係致しません。  
 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。  
 

現地調査につきましては、１月２１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。 

以上でございます。よろしく御審議をお願い致します。 

 

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、石川委員さんの補足説明

は何かございますか。 

 

委員 

 議席番号７番の石川です。１月２１日に事務局と現地調査を行いました。該当地には

すでににんにくが植えられており、きれいに管理されていました。以上になります。 

 

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。 

整理番号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。１月２１日に本人立会いの下、事務局と現地調査を行い

ました。該当地では現在耕作はされていませんが、使用借人が春先から耕作を始めると

のことで、問題はございません。以上になります。 

 

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 

現地調査について、基本的に畑は耕作前のため、土地の状況や使用借人の農業計画を
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確認すべきと考えていますが、どこまでチェックしていますでしょうか。資料があるの

であれば、今後プロジェクターなどを通じて農業委員会の資料として共有していただき

たい。 

 

事務局 

現在、使用借人に栽培計画の提出を義務づけており、現地調査の際にも調査票として

持参し農地を見てチェックしています。今後の農業委員会では、現地の写真と併せて資

料として提供したいと思います。なお資料の提供方法については検討致します。 

 

委員 

貸借後の農地について、見回り等は市で行っているか。 

 

事務局 

基本的に市は貸借契約を取り持つ立場のため、農地管理については使用貸人に一任し

ている。なお栽培計画を遂行できないと認められる場合、貸借権の解除は可能である。 

 

委員 

農業委員会としても農地が適正に管理されているかの確認が必要と思われる。各農業

委員に、貸借している農地を一覧表として用意してほしい。 

 

事務局 

各農業委員の担当地区に対応した一覧表を配付できるよう用意します。 

 

議長 

そのほか、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「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」２件は原案のとおり
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証明することに決定致しました。 

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、１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、５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、５件で３ページに記載されたと

おりです。次に「農地の転用事実に関する照会に対する回答」については、２件で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、２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。本件につきまして御質疑ございますか。 

 

委員 

４ページ記載の「農地の転用事実に関する照会に対する回答」について、転用許可等：

無のものが１件あるが、これはどういうことでしょうか。 

 

事務局 

現況は宅地で実際に建築物があるものの、転用許可・届出の履歴がないと法務局に回

答したため記載のとおりとなっております。 

 

議長 

そのほか、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致

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２５分から開会致します。 


