
平成３０年度第３回青梅市農業委員会議事録

１ 日  時  平成３０年６月２６日（火）午前１０時

２ 場  所  青梅市役所２階災害対策本部室 

３ 開  会  午前１０時０４分

４ 閉  会  午前１０時５０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

   １３番 和田 敏信 君  １４番 森谷 宏幸 君

９ 出席職員

   事務局長  坂田 真吾  事務局主査 青木 壮一

  主  任  福島 海平  主   任 益子  裕



第３回青梅市農業委員会議事日程 
期日  平成３０年６月２６日 

会場  市役所２階災害対策本部室

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          ５件 

議案第２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３号 農地法第３条の規定による許可申請について            １件

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について         １件

議案第５号 農業委員会による非農地証明について               ３件

議案第６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                １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１４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３０年度第３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１３番和田委員さん、第１４番森谷委

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。 

5 月 30 日、全国農業委員会会長大会（福島会長） 

：文京区シビックホール 

6 月 11 日、西東京農協霞園芸生産組合総会（福島会長） 

：霞共益会館 

6 月 18 日、東京都農業会議第１２３回通常総会（福島会長） 

：中野サンプラザ 

6 月 23 日、親子農業体験会（福島会長、吉永職務代理、経営部会員） 

：藤橋２丁目水田 

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」５件を一括上程い

たします。初めに整理番号１番について、島﨑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５番島﨑です。整理番号１番について御説明いた

します。６月１３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・面積読み上げ）、ここには、サ

ツマイモ、レタス、ネギ、トマト、枝豆など１０種以
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上の野菜が植わっており、適正に管理されていました。

よろしく御審議をお願いいたします。 

議長 

次に整理番号２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２番 

調査結果   議席番号７番石川です。整理番号２番について御説明いた

します。６月１３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・面積読み上げ）。今寺にある田

んぼは、少し草は生えているが耕うんした跡があり、

水が入り次第、代掻きをして田植えを行うとのこと。

今寺の畑は、植木畑でサルスベリが植えられており、

調査を行った１週間ほど前まで、山林苗のスギ・ヒノ

キの苗を栽培していたが、別の畑に移動したあとで空

いていました。今後は堆肥を入れて次の作物に備える

とのことです。藤橋の畑は、作成作物は茄子、キャベ

ツ、きゅうり、そして植木がユキヤナギ、サルスベリ

が栽培されていました。また、隣にはビニールハウス

も３棟あり、こちらは先日まで、サツキとツツジの苗

を栽培していたが、別の畑に移動したあとで空いてい

ました。また、今年の夏にサツキとツツジの挿し木を

する予定とのこと。藤橋の田んぼは、今寺田んぼ同様、

水が入り次第、代掻きをして田植えを行うとのこと。

先日、藤橋と今寺の田んぼを見てきましたが、きれい

に田植えが行われていました。以上、１０区とも良好

に管理されていることを確認しました。よろしく御審

議をお願いいたします。

議長 

次に整理番号３番について、鈴木清委員さんの説明をお願いします。 



- 3 -

委員 

整理番号３番 

調査結果   議席番号９番鈴木です。整理番号３番について御説明いた

します。６月１３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・面積読み上げ）。申請人の自宅

に隣接した一団の農地で、ゴボウやネギなど沢山の野

菜を栽培しておりました。畑は良好に管理されており、

問題ないと思います。よろしく御審議をお願いいたし

ます。

議長 

次に整理番号４番および５番について、鈴木信義委員さんの説明をお願

いします。 

委員 

整理番号４番 

調査結果    推進委員の鈴木です。６月１３日事務局と現地調査を

行いました。まず整理番号４番、（申請人住所氏名・地

番・地目・面積読み上げ） 

この二つは、新町の御嶽神社の前、大井戸公園の西側

にあたる畑です。今は、（地番読み上げ）には、ジャガ

イモ、ナス、トマト、ゴボウ、スイカ等の野菜が栽培

されており、（地番読み上げ）にはお茶が栽培されてお

り、きれいに管理されていました。 

次に整理番号５番ですが、同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）。こちらは自宅前が畑でジャガイモ、トウモロコ

シ、ニンジン、インゲン等、主に野菜が栽培されてお

り、きれいに管理されていました。以上２件につきま

して、よろしく御審議をお願いいたします。 
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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。 

議長 

御意見、御質疑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「引き続き農

業経営を行っている旨の証明について」５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２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 

議案第２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

御説明いたします。議案書の２ページをご覧ください。 

（申請人住所氏名・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２８日に故障と診断された

ため、御本人から生産緑地の買取申出を行うことについて証明願いが行わ

れたものでございます。５月２２日に地区担当委員の島﨑委員さん、都市

計画課職員２名と面談を行いまして、協議の結果、故障として認定するこ

とと決定いたしました。現地調査につきましては、６月１３日に担当委員

の島﨑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調査結

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。本件につきまして島崎委員さんの補足説

明は何かございますか。 

委員 

 事務局の説明の通りでございます。一緒に行き確認しました。 

議長 

以上で担当委員の補足説明は終わりました。本件につきましてご質疑ご

ざいますか。 

委員 

 議席番号４番の清水です。この故障の程度は分かりますか。また、どの

程度の故障だったら認められるのか。 

事務局 

施設に入っていて車椅子で生活しており、自分では歩行できない状態な

ので、今回のような診断となっております。診断書が出ており、てんかん

と慢性閉塞性肺疾患を患っており、ほぼ施設内での生活となり自宅には

戻っていないので畑も出来ていないのが現状です。 

委員 

故障の目安はないのか。実際に面談して状況で判断するのか。 

委員 

車椅子生活で畑の管理ができないから、生産緑地の従事者ではないとい

うことになるのか。 

事務局 

都市計画課の判断で生産緑地から外れることになります。 
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委員 

生産緑地から外れるのは一部分ではないのか。 

事務局 

生産緑地は全部解除となります。 

議長 

故障者の希望で部分的に残すことはできないという認識でよいのか。解

除すると、固定資産税も桁違いの金額になってくる。 

委員 

病院で本人には伝え了解は得ている。他の質問は都市計画課の職員が行

い、状況は把握できた。 

委員 

本人が故障により生産緑地の解除を申請したのか。生産緑地制度には罰

則規定がないため、具合が悪くても耕作しない人がたくさん居る。本来は

これが正しい姿勢かもしれないが、申請するだけ損をするように思える。 

事務局長 

主たる従事者の証明というのは、農業ができなくなって、基本的には市

に買取申し出を行なうこととなります。そのための手続きとなり、解除に

なったまま農業を継続する意思はないと考えております。 

議長 

本件につきまして他にご質疑ございますか。 

議長 

では本件につきまして、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］ 
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議長

挙手１３名により、可決されました。よって、議案第２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３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「農地法第３条の規定による許可申請について（移転）」１件

を御説明いたします。議案書の３ページをご覧ください。 

整理番号１番 

（譲渡人および譲受人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

本案件につきましては、譲受人の  さんが経営規模拡大のために、譲

渡人である  さんの農地を売買することとなり、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
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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

人がすでに所有する農地と取得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

よびその世帯員が所有権を移転しようとする農地を含めて、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、申請地で露地野菜の栽培を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、６月１２日に影山委員と行いまして、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。よろしく御審議をお願

いいたします。 

議長 

以上で事務局の説明は終わりました。本件につきまして影山委員さんの

補足説明はございますか。 

委員 

 事務局の説明の通りでございます。よろしくご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

議長 

以上で担当委員の補足説明は終わりました。本件につきましてご質疑等

ございますか。 

委員 

 譲受人と譲渡者との関係は特にないのか。 
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事務局 

 関係ありません。 

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「農地法第３条 

の規定による許可申請について（移転）」１件は原案のとおり許可することに決

定いたしました。 

議長 

次に議案第４号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」１件を 

上程いたします。事務局の説明をお願いします。 

事務局 

議案第４号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」を御

説明いたします。議案書の４ページをご覧ください。 

（譲渡人および譲受人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

許可申請の理由ですが、譲受人は、平成  年に結婚し、現在、夫婦２

名、賃貸住宅で生活していますが、手狭になったことから、自らの住宅を

所有したいと考えています。ここで、譲渡人である叔父が所有する土地の

生前贈与を受け、新築住宅の建設を計画しており、東京都への農地法第５

条第１項の許可申請をする運びとなりました。許可申請にあたり、農地法

５条第３項の規定により、農業委員会は意見書を東京都へ送付することに

なっております。お配りした別紙をご覧ください。１Ｐには意見書、２Ｐ

に見取図、３Ｐに建築見積書、４Ｐに融資申込結果、５Ｐに土地の謄本、

６Ｐに建築計画図、７Ｐに開発照会書を配布いたしました。１Ｐの意見書

の検討事項として、１１項目ございます。はじめに１の、【農地の区分と転
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用目的】申請土地が甲種農地、第１種農地又は第２種農地である場合にお

いて、その農地を申請することがやむを得ないと認められる時はその理由

ですが、２Ｐの見取り図をご覧ください。該当地の周辺は道路が整備され

ており、上水管、下水管が埋設されています。また、おおむね５００ｍ以

内におそき診療所およびおそき保育園があり、農地転用許可立地基準の第

３種農地に該当すると考えます。譲受人は、自己所有地は一切もっていな

いため、転用についてやむをえないと判断いたしました。次に、意見書の

検討事項２の資力および信用ですが、３Ｐの見積書、４Ｐの融資申込結果

より、適当と判断しました。次に、意見書の検討事項３の転用行為の妨げ

となる権利を有する者の同意状況ですが、５Ｐの謄本より、妨げとなる権

利を持つ者はいませんので、該当しません。次に、意見書の検討事項４の

申請にかかる用途に遅滞なく、供することの確実性および、６農地以外の

土地の利用見込み、７計画面積の妥当性ですが、６Ｐの建築計画図より、

確実であり、適正と判断しました。次に検討事項５および１１の行政庁の

許可等の見込みですが、多摩建築指導事務所に照会をかけ、許可申請の見

込みであるとの回答を得ております。次に検討事項８および１０ですが本

案件では該当しません。最後に検討事項９、周辺の農地等に係る営農条件

への支障の有無ですが、申請地の北側に隣接する農地は申請者の所有農地

であり、転用がなされても営農条件には支障は生じないと判断しました。 

なお、現地調査でございますが、６月１２日に大越委員と行い、意見書

につきまして確認いただいております。よろしくご審議をお願いいたしま

す。 

議長 

以上で事務局の説明は終わりました。本件につきまして大越委員さんの 

補足説明はございますか。 

委員 

 事務局の説明の通りでございます。よろしくご審議のほどお願いいたし

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。本件につきましてご質疑等 

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

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４号「農地法第５条 

第１項の規定による許可申請について」１件は原案のとおり許可することに決定 

いたしました。 

議長 

次に議案第５号「農業委員会による非農地証明について」３件を一括上 

程いたします。事務局の説明をお願いします。 

事務局 

議案第５号「農業委員会による非農地証明について」３件を御説明いた

します。 

議案の５Ｐをご覧ください。整理番号１～３は関連しておりますので、

一括してご説明いたします。 

整理番号１番 

（申請人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

整理番号２番 

（申請人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

整理番号３番 

（申請人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ） 
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本件につきましては、登記地目が畑か田のものについて、２０年以上耕

作されていないことから農地の様相でなくなったもの＝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。

申請理由は、平成７年に相続申請をした時点で既に、山林化しており、管

理が困難なため、地目変更をして、所有権を移転したいとのことです。お

配りしている別紙のカラー写真をご覧ください。①現状の写真でございま

す。写真は筆の一部ですが、７筆とも、同様に木や草木が繁茂しており、

山林化しておりました。②平成４年の航空写真です。当該地が当時から山

林の様相を呈していることを確認できました。これらのことにより、２０

年以上にわたり、農地として利用しておらず現状が非農地状態であると考

えますので、非農地として証明したいと考えます。なお、福島会長、丹生

土地部会長、小峰委員に調査内容の確認をいただいております。また、事

前協議として、東京都からの同意も頂いております。よろしく御審議をお

願いいたします。 

議長 

以上で事務局の説明は終わりました。本件につきましてご質疑等ござい

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

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５号「農業委員会

による非農地証明について」３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 
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次に議案第６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」１件を上程いたします。事務局の説

明をお願いします。 

事務局 

議案第６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」御説明いたします。別紙１の農用地利用

集積計画（案）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のとおり、

農用地利用集積計画（案）を作成しました。農業経営基盤強化促進法第１

８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。 

議案第６号  

（使用借人・使用貸人住所氏名・地番・地目・面積・契約期間読み上げ）

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２の調書をご覧ください。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、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
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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、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。 

なお、現地調査につきましては、６月１２日に川鍋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 

以上で事務局の説明は終わりました。本件につきまして川鍋委員さんの 

補足説明はございますか。 

委員 

 事務局の説明の通りでございます。よろしくご審議のほどお願いいたし

ます。 

議長 

以上で担当委員の補足説明は終わりました。本件につきましてご質疑等

ございますか。 

委員 

地目は田になっているが現状は畑なのか。 

事務局 

畑です。 

議長 

その他御意見、御質問はありますか。 

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
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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５号「農業委員会

による非農地証明について」１件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「耕作証明について」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。

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４ページに記載されたとおりです。 

次に「非農地証明の願い出」については、１件で５ページに記載された

とおりです。 

次に「農地法第１８条第６項の規定による通知」については、１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］ 

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。 
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感謝を申し上げ総会を閉会とさせていただきます。 

なお、全員協議会は午前１１時から開会いたします。 


