
平成３１年度第 １ 回 青 梅 市 農 業 委 員 会 議 事 録

１ 日  時  平成３１年４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０２分

４ 閉  会  午後４時３０分

５ 出  席  １８名（農地利用最適化推進委員５名含む）

６ 欠  席   １名

７ 議  事  別紙議事日程

８ 議事録署名委員

     ５番 島﨑 万吉 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１回青梅市農業委員会議事日程 
期日  平成３１年４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 平成３１年度青梅市農業委員会活動計画              １件 

議案第２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 

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   １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                     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                     ２件 

議案第６号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１項の規定による 

農用地利用配分計画案について                  ２件 

５  報告事項                       １８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名でございますので会議は

成立をいたしました。これより平成３１年度第１回青梅市農業委員会を開

会いたします。次に、日程２の議事録署名委員の指名ですが、会議規則第

１３条の規定により議事録署名委員として、第５番島崎委員さん、第８番

加藤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。次に日程

３の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。 

3 月 26 日、青梅市農業経営者クラブとの合同視察（福島会長、吉永職代、

他１４名)：日野市 

4 月 10 日、青梅市そさい振興会総会（福島会長）：霞共益会館 

4 月 11 日、全国情報会議（福島会長）：文京区椿山荘 

4 月 18 日、西多摩地方農業委員会連合会総会（福島会長）：瑞穂町役場

ふれあいセンター 

4 月 23 日、定年等就農者セミナー修了式、開講式（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「平成３１年度青梅市農業委員会活動計画」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１号 

それでは、議案第１号「平成３１年度青梅市農業委員会活動計画」につ

いて御説明いたします。それでは、議案１号の資料をご覧ください。３月

の全員協議会でご説明したもので、特に修正はありません。よろしく御審

議お願いいたします。 
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議長 

事務局の説明は終わりました。本件は、これから１年間の委員会活動の

計画でございます。各委員さんには、引き続き御協力をお願いしたいと存

じます。本件につきまして御質疑ございませんか。 

委員 

 推進委員の影山です。４（７）市と西東京農協さんとの災害時の協定と

いうのは何か具体的な取り決め等があるのでしょうか。 

事務局 

 例えば、災害時に農地を避難所に使わせてもらうといったことになりま

すが、具体的な細かい内容を決めているのではなく、包括的な協定を組ん

でいるというものであります。 

議長 

他に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。賛成の農業委員さん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「平成３１年

度青梅市農業委員会活動計画」は原案のとおり決定いたしました。 

議長

次に議案第２号「引き続き農業経営を行っている旨の証明について」１

１件を上程いたします。なお、整理番号１番は鈴木信義委員さんに関係す

るものでございますので、別に先に審議させていただきます。 

それでは、会議規則第１０条の規定により審議が終了するまでの間、鈴

木信義委員さんには退席いただきます。 

[鈴木信義委員退席] 
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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。 

委員 

整理番号１番 

調査結果   議席番号４番清水です。４月１６日に事務局と調査を

行いました。（申請者氏名・地番・地目・面積読み上げ）。

内容としましては、主に樹木があり出荷しているとい

うことであります。畑には玉ねぎ、タラの芽等が栽培

されております。草もなく適正な管理がされていると

思います。以上御審議お願いいたします。 

議長 

清水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すか。 

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２号「引き続き農業経営を行っている旨の証明について」

１件は原案のとおり証明することに決定いたしました。整理番号１番の審

議が終了しましたので、鈴木信義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。 

[鈴木信義委員着席] 

それでは、整理番号２番から４番について、清水委員さんの説明をお
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願いします。 

委員 

整理番号２番 

調査結果   議席番号４番清水です。整理番号２番、（申請者氏名・

地番・地目・面積読み上げ）、自宅の前に畑がありまし

て、トマト、キュウリ等の春野菜が栽培されておりま

す。一部花が植えられており、それが出荷用なのか観

賞用なのかは分かりませんでしたが、割合的に一部な

ので問題ないと思います。どの程度までであれば問題

ないのかほかの方で事例があれば教えていただきたい

です。次に（地番・地目・面積読み上げ）。ここは田植

えの前ということできれいに耕うんされています。次

に（地番・地目・面積読み上げ）につきましては玉ね

ぎ、大根エンドウ、きゃべつ、ノラボウ等の春野菜が

栽培されております。よろしく御審議お願いします。 

委員 

整理番号３番 

調査結果   議席番号４番清水です。整理番号３番について説明い

たします。（申請者氏名・地番・地目・面積読み上げ）

びわ、きうい、ぶどう等の果樹、ねぎ、ほうれんそう、

じゃがいも、大根、小松菜等の野菜を栽培しています。

無人販売を行っているということで、畑につきまして

は適正に管理していると思います。 

委員 

整理番号４番 

調査結果   議席番号４番清水です。整理番号４番、（申請者氏名・

地番・地目・面積読み上げ）。全てがお茶を栽培してお

ります。ただ、本人が２、３月体調不良ということで、

除草が不十分なところがありました。本人に話したと
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ころ、連休の前にはきれいにするとのことです。以上

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、石川委員さんの説明をお願いします。 

委員 

整理番号５番 

調査結果   議席番号７番石川です。整理番号５番について御説明

します。４月１６日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）。この畑は

住宅に囲まれている畑で、お茶の木が植えられていま

した。刈込等良好に管理されていることを確認いたし

ました。よろしく御審議お願いします。 

議長 

整理番号６番から８番について、加藤委員さんの説明をお願いします。 

委員 

整理番号６番 

調査結果   議席番号８番加藤です。整理番号６番について御説明

します。４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）、この二つ

は１団の畑となっており、今まで植木がたくさん植え

られていたのですが、ここで出荷したということで、

トラクターで管理されておりました。次に（地番・地

目・面積読み上げ）。これは自宅前の畑となりまして、

自宅用の夏野菜を植えるための準備がされておりまし

た。（地番・地目・面積読み上げ）、今年は田んぼが休

耕の年でしたが、ちゃんと管理されておりました。次

に、（地番・地目・面積読み上げ）、こちらは東京都が

委託した苗木を植えておりました。 
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委員 

整理番号７番 

調査結果   続きまして、整理番号７番です。（申請者氏名・地番・

地目・面積読み上げ）、これは家の裏に畑がありまして、

ビニールハウスがあり、苗木が植わってありました。

他は夏野菜が栽培されております。 

委員 

整理番号８番 

調査結果   次に、整理番号８番です。（申請者氏名・地番・地目・

面積読み上げ）こちらは家の裏の畑となり、夏野菜を

これから栽培する予定とのことです。（地番・地目・面

積読み上げ）、こちらはお茶畑になっておりまして、５

月の収穫に向けてしっかり管理されておりました。よ

ろしく御審議お願いします。 

整理番号９番について、事務局から説明をお願いします。 

事務局 

 整理番号９番 

  調査結果   事務局です。４月１５日に鈴木清委員さんと現地調査

を行いました。（申請者氏名・地番・地目・面積読み上

げ）、こちらは１団の農地になっており、ネギ、ゴボウ、

エンドウ豆等が植えられており、適正に管理されてお

りました。よろしく御審議お願いします。 

議長 

整理番号１０番と１１番について、和田委員さんの説明をお願いします。 

委員 

整理番号１０番 

調査結果   議席番号１３番和田です。整理番号１０番について御
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説明します。４月１６日事務局２名と家族立会いの下

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、玉ねぎ、ノラボウやホウレンソ

ウが栽培されており、畑としてよく管理されておりま

した。 

委員 

整理番号１１番 

調査結果   次に、整理番号１１番について説明します。（申請者氏

名・地番・地目・面積読み上げ）、この１筆にはホウレ

ンソウ、キャベツが栽培されており、畑としてよく管

理されておりました。（地番・地目・面積読み上げ）、

この１筆には玉ねぎ、ネギ、ノラボウが栽培されてお

りました。（地番・地目・面積読み上げ）ここにはネギ、

大根、山芋が栽培されており、畑としてよく管理され

ておりました。以上でございます。よろしく御審議お

願いします。 

議長 

以上で担当委員さん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。 

 先ほど清水委員さんから質問がありましたが、いかがでしょうか。 

委員 

 議席番号４番の清水です。先ほどの説明の際にも申しましたが、出荷用

の花ではなく観賞用の花を植えられていた場合、どの程度の割合までであ

れば、問題ないのかということについて、何か事例があれば教えていただ

きたいです。 

議長 

 具体的にどの程度までであれば問題がないかということは難しいですが、

畑として適正に管理しているかどうかということもあるのではないでしょ
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うか。具体的な事例があれば、今後教えていただければと思います。

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

さん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２号「引き続き農

業経営を行っている旨の証明について」１０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、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」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 

 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」を御説明申し上げます。議案の５Ｐをご覧ください。 

整理番号１番 

（申請者氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

農地所有者の    さんが平成３０年５月３１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。 

４月１７日に、現地調査を丹生委員さんと行いまして、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。 
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議長 

事務局の説明は終わりました。 

整理番号１番について、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番丹生です。４月１７日に事務局と現地調査を行いました。こちらの畑

は適正に管理されておりました。内容については、事務局の説明の通りです。以上でご

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。 

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」１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」３件を一括上程いたします。 

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
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計画の決定について」３件につきまして一括で御説明いたします。別紙１－２の農用地

利用集積計画をご覧ください。 

本件につきましては、使用借人および使用貸人より青梅市に利用権設定の申出があり、

青梅市が別紙１－２のとおり、農用地利用集積計画を作成しました。農業経営基盤強化

促進法第１８条第１項の規定により、この集積計画については農業委員会の議決を得る

ことが求められているため、青梅市長より青梅市農業委員会へ議案のとおり集積計画の

内容について審議と承認が依頼されたものでございます。 

はじめに整理番号１番について、別紙１－２の農用地利用集積計画をご覧ください。 

議案第４号 整理番号１番 

 （使用貸借人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

 新規の利用権設定で、設定する権利は使用貸借権。 

 契約期間は２０１９年６月１０日から２０２２年６月１９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。 

また、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、使用借人が所有また

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、使用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、
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本案件は所有者である使用貸人、使用借人の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。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。 

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、４月１５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。 

続きまして、整理番号２番および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４号 整理番号２番 

（使用貸借人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

 新規の利用権設定で、設定する権利は使用貸借権。 

 契約期間は令和元年５月１０日から令和４年５月９日までの５年間。 

議案第４号 整理番号３番 

（使用貸借人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

 新規の利用権設定で、設定する権利は使用貸借権。 

 契約期間は令和元年５月１０日から令和４年５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、使用借人が所有また

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、使用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
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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、役員のうち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、

本案件は所有者である申請人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。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。 

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、４月１５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番森谷です。４月１５日に事務局と現地調査を行いました。整理番号

１番については、もろこし、大根、枝豆、カリフラワー等が植えられており、きちんと

管理されておりました。整理番号２番については耕作の前段階としてトラクターできち

んと耕作されておりました。整理番号３番は整理番号２番の土地の隣になりますが、少

し荒れておりますが、今後    さんが耕作作業を行うだろうと判断しております。

以上でございます。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。 

議長 
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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１２名］ 

議長   

挙手１２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」３件は原案のとおり承認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」および議案第６号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１

８条第１項の規定による農用地利用配分計画案について」を一括上程いたします。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

事務局 

「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件と「農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１項の規定による

農用地利用配分計画案について」２件を御説明いたします。 

本件は、農地所有者より農業会議へ農地中間管理事業による使用貸借および賃貸借の

設定の申出があり、農業会議が借受希望者を 30 日間公募（平成 31 年 3 月 12 日～平成

31 年 4 月 11 日）したところ、申込がありましたので、農業会議より青梅市に対して、

農用地利用集積計画と農用地利用配分計画案の作成の依頼がございました。 

はじめに別紙１の農用地利用集積計画（案）をご覧ください。 

農用地利用集積計画については、農業委員会の議決を得ることが求められているため

（農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定）、内容について審議と承認が依頼さ

れたものでございます。 

（利用権を設定する者・利用権の設定を受ける者の住所氏名・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。 

 契約期間は２０１９年６月１日から２０２４年５月３１日までの５年間。 
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次に、裏面をご覧ください。 

（利用権を設定する者・利用権の設定を受ける者の住所氏名・地番・地目・面積読み上

げ）  

新規の利用権設定で、設定する権利は使用貸借権。 

契約期間は２０１９年６月１日から２０２９年５月３１日までの１０年間。 

次に、２枚目をご覧ください。 

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。 

 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、本計画は、農地中間管理機構（東京都農業会議）が、

農地中間管理事業を実施することにより、経営規模の拡大や農地の集約化、また新規就

農者の参入の促進を図ろうとするものであり、基本構想に適合すると考えております。 

 続いて第２号のイ～第３号のロについては、本案件は、該当いたしません。 

 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、

所有者である申請人両者に利用集積計画を確認いただき、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。 

よって、許可要件をすべて満たしていると考えます。 

農用地利用集積計画については、以上でございます。 

続きまして、別紙２の農用地利用配分計画（案）をご覧ください。 

農用地利用配分計画については、農業委員会の意見を聴取することが求められている

ため（農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定）、内容について審

議と承認が依頼されたものでございます。 

（権利設定を受ける者住所氏名・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。 

契約期間は２０１９年６月１日から２０２４年５月３１日までの５年間。 

次に、裏面をご覧ください。 

（権利設定を受ける者住所氏名・地番・地目・面積読み上げ）

新規の利用権設定で、設定する権利は使用貸借権。 

契約期間は２０１９年６月１日から２０２９年５月３１日までの１０年間。 

次に２枚目をご覧ください。 

こちらは解除条件等の共通事項が記載されております。 
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詳細については、省略させていだきます。 

次に、別紙３の１枚目をご覧ください。 

こちらは、    さんの経営計画書となります。 

次に、３枚目をご覧ください。 

配分計画については、農地中間管理事業の推進に関する法律の第１８条第４項の各要

件が満たされていることが求められます。 

 はじめに、第１号「基本方針及び農地中間管理事業規程に適合するものであること」

でございますが、本計画は、認定農業者等の中核的な担い手への農地の集積として、経

営規模の拡大や農地の集約化を図ろうとするものであり、都の基本方針構想及び農業会

議の規定に適合すると考えております。 

 続いて第２号「公表されている者であること。」でございますが、権利の設定を受け

る者は、東京都農業会議の農地中間管理事業のホームページ上で、農用地等借受希望者

一覧で公表されていますので、該当すると考えております。 

続いて第３号のイ「農用地の全てを効率的に利用し、事業を行うと認められること」

でございますが、権利の設定を受ける者の保有している機械の能力、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

見込まれますので、該当すると考えております。 

続いて、第３号のロ、第４号のイとロにつきましては、農地所有適格法人のため、該

当いたしません。 

 最後に第５号「同意が得られていること」でございますが、利用配分計画案を確認い

ただき、同意を得ておりますので、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、４月１１日に川鍋委員さんと行いまして、本計画で支障な

しとの協議結果となっております。 

以上でございます。よろしくご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。 

議案第５号と第６号につきまして、川鍋委員さんの補足説明は何かございますか。 

委員 

 推進委員の川鍋です。４月１１日に事務局２名と同行しまして、    さんと現地
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を確認しました。事務局の説明で問題ありませんが、中間管理機構の貸借は青梅では初

ということですので、制度的にはわかりづらいところもあるのかなとは思います。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。 

議長 

 中間管理機構を通しての貸借は青梅市では初となります。今後は増えるかもしれませ

んが、    さんはこれから就農を始めるということでよろしいのでしょうか。 

事務局 

 事務局です。経歴は資料の通りですが、新規就農の方になります。年齢が４０代半ば

ほどの若い女性で、これから青梅市内で色々と畑を借りて露地野菜を栽培したいとのこ

とです。 

議長 

 研修はされているようですが、実際の就農が初めてですので、これから様子を見てい

くことが重要かと思います。また、中間管理機構を通しての貸借というのも初めての事

例ですので、今後もしっかりと東京都農業会議とも連携してしっかりと管理することが

重要かと思います。 

委員 

 推進委員の川鍋です。現地調査をした際に    さんと話したところでは、既に耕

作もある程度はしており、やる気もかなり感じられますので今後は注意して見ていきた

いと思っております。 

議長 

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。 
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［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」および議案第６号「農地中間管理事業の推進に関する法律

第１８条第１項の規定による農用地利用配分計画案について」は原案のとおり承認する

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、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７号の規定による届出について」は、３件で２ページに

記載されたとおりです。 

最後に「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

ジおよび４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４０分から開会いたします。 
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