
令和元年度第 １ ２ 回 青 梅 市 農 業 委 員 会 議 事 録  

 

１ 日  時  令和２年３月２５日（木）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５０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  

    １番 大越 文男  君  ２番 高野 公男 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  

  主  事  弦田裕太郎  

 



第１２回青梅市農業委員会議事日程 
期日  令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ５ 日 

会 場   市 役 所 ２ 階 ２ ０ ４ 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          ２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）        １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   ３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                     ９件 

 

議案第６号 特定農地貸付けに関する承認について               １件 

 

議案第７号 農業委員会による非農地証明について               ９件 

 

 

 

５  報告事項                       ２０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、会議は成立致

しました。これより令和元年度第１２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１番 大越委員さん、第２番 高野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。 

 ２月２１日、農業振興地域整備促進協議会・担い手育成総合支援協議会 

      （吉永職務代理、丹生土地部会長） 

      ：市役所２階災害対策本部室 

 ３月２日、農業委員会・農業経営者クラブ合同視察 

      （福島会長、吉永職務代理、以下出席者） 

 ３月２３日、人・農地プラン検討会 

      （福島会長、丹生土地部会長） 

：市役所２階２０６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「引き続き農業経営を行っている旨の証明について」２件を上程致しま

す。 

それでは、整理番号１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 

       議席番号３番の福島正文です。整理番号１番について説明

します。３月１２日に、事務局と現地調査を行いました。（申
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請人住所氏名、地番、地目、面積）。白菜・ブロッコリー・キャ

ベツ等が栽培されており、適切に管理されておりました。 

 

 

議長   

整理番号２番については、島﨑委員さんの説明をお願いします。 

 

 

島﨑委員 

整理番号２番 

調査結果 

       議席番号５番の島﨑万吉です。整理番号２番について説明

します。３月１６日、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）。梅干し出荷用の梅が約３０

本、一部でブルーベリーが栽培されており、適切に管理され

ておりました。 

 

 

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、御質問等ないようですので、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」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２号「農地法第３条の規定による許可申請について」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。 
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事務局   

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

番をご説明致します。 

 （譲渡人氏名）から（譲受人氏名）への、農地の所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）です。 

 本案件につきましては、（譲渡人氏名）が（譲受人氏名）に、農地を売買

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の調査書のとおり

です。お配りしております調査書を御覧ください。 

 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、適用致しません。  
 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

用致しません。 

 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。 
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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、6,844 ㎡となり、合計３０アールを超えておりますので、不許可

事項には該当致しません。 

 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

用致しません。  
 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、申請地で米・根菜等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致しまし

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致しました。 

 なお、現地調査でございますが、３月１３日に加藤委員と行いまして、

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。  

 

 

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、加藤委員さ

んの補足説明は何かございますか。 

 

 

委員 

 議席番号８番の加藤仁志です。事務局の説明のとおりです。よろしく御

審議をお願い致します。 

 

 

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。 
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［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）」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「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   

 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

致します。 

 整理番号１番（相続人住所氏名） 

（被相続人住所氏名） 

（特例適用所在地の地番、地目、面積） 

農地所有者であった（被相続人氏名）が令和元年７月１日死亡のため、

（相続人氏名）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、３月１６日に和田委員と行いまして、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、和田委員さ

んの補足説明は何かございますか。 

 

 

委員 

 整理番号１３番の和田敏信です。事務局の説明のとおりです。よろしく

御審議をお願い致します。 
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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

決定致しました。 

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」３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」３件を御説明申し上げます。 

整理番号１番 （申請地の地番、地目、面積） 

（農地所有者氏名）が令和元年１１月１３日死亡のため、（相続人氏名）

が生産緑地の買取申出を行うにあたって、（農地所有者氏名）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。 

３月１７日に、現地調査を丹生委員と行いまして、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。 

続きまして、整理番号２番について説明致します。 

 

整理番号２番 （申請地の地番、地目、面積） 
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（農地所有者氏名）が平成２９年３月１２日死亡のため、（相続人氏名）

が生産緑地の買取申出を行うにあたって、（農地所有者氏名）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。 

３月１７日に、現地調査を丹生委員と行いまして、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。 

 

続きまして、整理番号３番について説明致します。 

整理番号３番 （申請地の地番、地目、面積） 

（農地所有者氏名）が令和元年７月１日死亡のため、（相続人氏名）が

生産緑地の買取申出を行うにあたって、（農地所有者氏名）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。 

３月１６日に、現地調査を和田委員と行いまして、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。 

 

 

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、

丹生委員さんの補足説明は何かございますか。 

 

 

委員 

 議席番号１１番の丹生守です。整理番号１番および２番について、畑は

耕運されており、よく管理されていました。よろしく御審議お願い致しま

す。 

 

 

議長   

整理番号３番につきまして、和田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１３番の和田敏信です。事務局の説明のとおりです。よろしく

御審議お願い致します。 

 

 

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」３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」９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」９件を御説明申し上げます。  
整理番号１番について、別紙２－１の農用地利用集積計画（案）を御覧

ください。 

 整理番号１番 

（使用
し よ う

借人
かりにん

の住所、氏名） 

（使用
し よ う

貸人
かしにん

の住所、氏名） 

（利用権を設定する土地の地番、地目、面積） 
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 新規の利用権設定で、設定する権利は使用貸借権。契約期間は令和２年

４月１０日から令和５年４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」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。  
 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。  
作付け計画書を御覧ください。当該地にはジャガイモ、キャベツを栽培

する予定となっております。  
現地調査につきましては、３月１８日に森谷委員と行いまして、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番から５番について関連性がありますので、一括で御
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説明申し上げます。別紙３－１の農用地利用集積計画（案）を御覧くださ

い。 

 整理番号２番 

（使用
し よ う

借人
かりにん

の住所、氏名） 

（使用
し よ う

貸人
かしにん

の住所、氏名） 

（利用権を設定する土地の地番、地目、面積） 

 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

４月１０日から令和５年４月９日までの３年間。 

 

 整理番号３番 

（使用
し よ う

借人
かりにん

の住所、氏名） 

（使用
し よ う

貸人
かしにん

の住所、氏名） 

（利用権を設定する土地の地番、地目、面積） 

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

６月１０日から令和５年６月９日までの３年間。 

 

 整理番号４番 

（使用
し よ う

借人
かりにん

の住所、氏名） 

（使用
し よ う

貸人
かしにん

の住所、氏名） 

（利用権を設定する土地の地番、地目、面積） 

 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

６月１０日から令和５年６月９日までの３年間。 

 

 整理番号５番 

（使用
し よ う

借人
かりにん

の住所、氏名） 

（使用
し よ う

貸人
かしにん

の住所、氏名） 

（利用権を設定する土地の地番、地目、面積） 

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

６月１０日から令和５年６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３－
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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。  
 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。  
作付け計画書を御覧ください。当該地にはタマネギを栽培する予定と

なっております。写真を御覧いただきますと分かりますが、現地にてタマ

ネギが栽培されているのを確認致しました。  
現地調査につきましては、３月１７日に影山委員と行いまして、支障な

しとの協議結果となっております。 

 
続きまして、整理番号６番について、別紙４－１の農用地利用集積計画

（案）を御覧ください。 

 整理番号６番 

（使用
し よ う

借人
かりにん

の住所、氏名） 

（使用
し よ う

貸人
かしにん

の住所、氏名） 

（利用権を設定する土地の地番、地目、面積） 

 新規の利用権設定で、設定する権利は使用貸借権。契約期間は令和２年
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４月１０日から令和７年４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４－

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。  
 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。  
作付け計画書を御覧ください。当該地にはケール・バジルを栽培する予

定となっております。  
現地調査につきましては、３月１１日に川鍋委員と行いまして、支障な

しとの協議結果となっております。 

 

続きまして、整理番号７番について、別紙５－１の農用地利用集積計画

（案）を御覧ください。 

整理番号７番 

（使用
し よ う

借人
かりにん

の住所、氏名） 
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（使用
し よ う

貸人
かしにん

の住所、氏名） 

（利用権を設定する土地の地番、地目、面積） 

 新規の利用権設定で、設定する権利は貸借権。契約期間は令和２年４月

１０日から令和７年４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５－

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。  
 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。  
作付け計画書を御覧ください。当該地にはとうもろこしを栽培する予定

となっております。  
現地調査につきましては、３月１１日に川鍋委員と行いまして、支障な

しとの協議結果となっております。 

 

続きまして、整理番号８番について、別紙６－１の農用地利用集積計画
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（案）を御覧ください。 

 整理番号８番 

（使用
し よ う

借人
かりにん

の住所、氏名） 

（使用
し よ う

貸人
かしにん

の住所、氏名） 

（利用権を設定する土地の地番、地目、面積） 

新規の利用権設定で、設定する権利は使用貸借権。 契約期間は令和２

年４月１０日から令和５年４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６－

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。  
 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。  
作付け計画書を御覧ください。当該地には里芋を栽培する予定となって

おります。当該地はお茶畑になっておりまして、現在伐根作業を行ってお

ります。  
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現地調査につきましては、３月１８日に森谷委員と行いまして、支障な

しとの協議結果となっております。 

 
続きまして、整理番号９番について、別紙７－１の農用地利用集積計画

（案）を御覧ください。 

 整理番号９番 

（使用
し よ う

借人
かりにん

の住所、氏名） 

（使用
し よ う

貸人
かしにん

の住所、氏名） 

（利用権を設定する土地の地番、地目、面積） 

 新規の利用権設定で、設定する権利は使用貸借権。 契約期間は令和２

年４月１０日から令和７年４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７－

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。  
 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
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りますので、該当すると考えております。  
作付け計画書を御覧ください。当該地にはトウモロコシ・枝豆を栽培す

る予定となっております。  
現地調査につきましては、３月１８日に石川委員と行いまして、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、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番の森谷宏幸です。春にジャガイモやキャベツ等を栽培で

きるようきれいに管理されておりました。よろしく御審議お願い致します。 

 

 

議長   

整理番号２番から５番につきまして、影山委員さんの補足説明は何かご

ざいますか。 

 

 

委員 

 推進委員の影山正弘です。事務局の説明のとおりです。よろしく御審議

お願い致します。 

 

 

議長   

整理番号６番および７番につきまして、川鍋委員さんの補足説明は何か

ございますか。 

 



- 17 - 

 

委員 

 推進委員の川鍋新一です。事務局の説明のとおりです。よろしく御審議

お願い致します。 

 

 

議長  

 整理番号８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番の森谷宏幸です。以前は茶畑だったとのことで、春から

サトイモ等を栽培できるよう整備されていました。よろしく御審議お願い

致します。 

 

 

議長  

 整理番号９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番の石川雅章です。使用借人はアウトドア関係の会社で勤務

していましたが、農業に興味を持ち、立川市の中里農園で研修を受けまし

た。出荷先としては、勤務していた会社のバーベキュー場やマルシェを考

えているとのことです。農機具については、現在所持していませんが、近

隣の農家からトラクター等を借りるほか、軽トラ等は早急に購入を予定し

ています。よろしく御審議お願い致します。 

 

 

議長  
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 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番から５番の借人について、更新となっているところは現在

十分に耕作していると判断したということでしょうか。 

 

 

事務局 

 畑の状況はお配りしている写真のとおり、タマネギが栽培されており、

現地調査やこれまでの経過観察でも問題ないと考えております。 

 

 

委員 

 整理番号７番について、（使用借人の住所）と市外ですが、営農にあたり、

生活の拠点はどうする予定でしょうか。 

 

 

事務局 

 借人については、成木で営農している農家さんの娘であり、また成木に

新居を建築中で完成次第、転居を行う予定となっております。 

 

 

委員 

 整理番号９番の借人について、年齢はいくつでしょうか。また認定要件

は具体的にどう判断したのでしょうか。 

 

 

事務局 

 年齢は現在３４歳です。認定に関しては、農機具を借りられる目処が立っ

ていること、中里農園の研修を修了したこと、中里農園からサポートがあ
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ること等から総合的に判断しております。 

 

 

議長   

ほかに御意見、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」９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６号「特定農地貸付けに関する承認について」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６号「特定農地貸付けに関する承認について」１件を

御説明致します。 

農家開設型市民農園について、特定農地貸付けに関する農地法等の特例

に関する法律第３条第１項の規定にもとづき、所有者から新規に開設した

い旨の申請がありました。 

別紙８を御覧ください。特定農地貸付規定となります。承認を受けよう

とする農地でございますが、 

整理番号１ 

（申請地の地番、地目、面積） 

（所有者の住所、氏名、住所） 

現地調査でございますが、３月１７日に丹生委員と行いました。 

 以上でございます。よろしく御審議お願い致します。 
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議長 

事務局の説明は終わりました。本件につきまして、丹生委員さんの補足

説明は何かございますか。 

 

 

委員 

 議席番号１１番の丹生守です。畑は耕運されており問題ありませんでし

たが、賃料が高いと思います。御審議お願い致します。 

 

 

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 

 貸付規定は開設者により作成されたものでしょうか。 

 

 

事務局 

 そのとおりです。作成したものは事務局や担当の農業委員が確認してお

りますが、農業委員会で内容の是非を判断していただきたいと考えており

ます。 

 

 

委員 

 賃料について通常の市民農園と比較して高いですが、他に判断材料など

はございますか。 
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事務局 

 具体的な内容について、協定など規定しているところはありません。な

おこちらの開設型市民農園では通常の市民農園と異なり、農機具の貸出、

肥料の提供、農業指導を行うとしています。また開設者はこちらの開設型

市民農園のうち１区画相当で耕作するため、貸付規定違反への見回り等は

御本人により可能です。 

 

 

委員 

 貸付規定からでは農業指導の具体的な内容が把握できず、判断が難しい。

一つひとつの文言も含め、承認には精査が必要となるのではないでしょう

か。 

 

 

事務局 

 貸付規定の様式や文言はこれまでの事例を踏襲していますので、内容の

チェックを中心にお願い致します。 

 

 

委員 

 具体的な内容を農業委員会で承認することはふさわしくないと考えてい

ますが、農業委員会での承認は貸付期間や賃料設定等も含めた承認という

意味でしょうか。 

 

 

事務局 

 そのとおりです。該当の生産緑地で特定農地貸付けを実施して問題ない

か、ということの判断を農業委員会でする必要があります。 

 

 

議長  

 内容ならびに精査が不十分のため、改めて検討が必要として、議案第６
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号「特定農地貸付けに関する承認について」１件の承認は保留と致します

が、よろしいでしょうか。 

 

［異議なし］ 

 

次に議案第７号「農業委員会による非農地証明について」９件を一括上

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７号「農業委員会による非農地証明について」９件について御説

明致します。  
 整理番号１番から整理番号９番は、すべて関連する案件ですので、一括

してご説明致します。議案書の８ページを御覧ください。  
 整理番号１番 

 （申請人の住所、氏名） 

 （申請地の地番、地目、面積） 

 
 整理番号２番 

 （申請人の住所、氏名） 

 （申請地の地番、地目、面積） 

 
 整理番号３番 

 （申請人の住所、氏名） 

 （申請地の地番、地目、面積） 

 
 整理番号４番 

 （申請人の住所、氏名） 

 （申請地の地番、地目、面積） 

 
 整理番号５番 

 （申請人の住所、氏名） 
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 （申請地の地番、地目、面積） 

 
 整理番号６番 

 （申請人の住所、氏名） 

 （申請地の地番、地目、面積） 

 
 整理番号７番 

 （申請人の住所、氏名） 

 （申請地の地番、地目、面積）  
 
 整理番号８番 

 （申請人の住所、氏名） 

 （申請地の地番、地目、面積）  
 
 整理番号９番 

 （申請人の住所、氏名） 

 （申請地の地番、地目、面積） 

 

 はじめに、農業委員会による非農地証明につきましては、登記地目が畑

もしくは田のものについて、20 年以上にわたり耕作されていないことが原

因で農地の様相でなくなった非農地状態であることについて、農業委員会

が証明するものでございます。  
 本件につきましては、20 年以上にわたり非農地状態であることについて

の証明願が、農業委員会に対してあったものでございます。  
 お配りしております資料を御覧ください。  
・住宅地図に現地写真を記載したものでございます。御覧いただいている

とおり、現在は当該地のすべての筆について、雑竹木が繁茂しており、非

農地状態であることが確認できます。  
 これらのことにより、長期にわたり、農地として利用されず、現況につ

いても非農地であることを確認致しましたので、非農地証明を行いたいと

考えます。  
 なお、福島会長・丹生土地部会長・地区担当委員の大越委員と現地状況
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について、非農地であることを確認いただいております。また、東京都に

対しても事前協議を行い、非農地状態であることを確認いただいておりま

す。  
 以上でございます。よろしくご審議お願い致します。 

 

 

議長   

事務局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７号農業委員会に

よる非農地証明について」９件は原案のとおり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、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、１２

件で３ページおよび４ページに記載されたとおりです。 

次に「非農地証明の願出について」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］ 
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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５時００分から開会致します。 


