
平成３０年度第５回青梅市農業委員会議事録

１ 日  時  平成３０年８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００分

４ 閉  会  午後３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

   ４番 清水 昭男 君  ５番 島﨑 万吉 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  益子  裕  主  事  英 晃史郎



第５回青梅市農業委員会議事日程 
期日  平成３０年８月２７日 

会場  市 役 所 ２ 階 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 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２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 

議案第４号 引き続き農業経営を行っている旨の証明について          ３件 

議案第５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について           １件 

５  報告事項                       ２５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５回青梅市農業委員会を開会いたしま

す。はじめに、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４番清水委員さん、第５番島﨑委

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。 

8 月 7 日、西多摩地区農業委員・推進委員研修会 

（福島会長、吉永職代、農業委員各位） 

：羽村市コミュニティセンター 

8 月 16 日、西多摩農業改良普及事業協議会総会（福島会長） 

：東京都農林水産振興財団 青梅庁舎 

8 月 21 日、東京都農業会議 臨時総会（福島会長） 

：ＪＡ東京南新宿ビル 

8 月 23 日、青梅市農業祭打ち合わせ（福島会長） 

：市役所 災害対策本部室 

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「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１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。 

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） 
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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。本案件につきましては、譲受人の  さんが農

地拡大のために、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３

０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、８月１６日に川口委員と行いまして、
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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。 

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、川口委員さ

んの補足説明は何かございますか。 

委員 

 推進委員の川口です。８月１６日に事務局と現地調査を行いました。夏

野菜がきれいに栽培されており、種類も豊富で良い状態が保たれておりま

した。ご審議よろしくお願いします。 

議長 

以上で担当委員の補足説明は終わりました。本件につきましてご質疑等

ございますでしょうか。 

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１号「農地法第３条

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２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。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「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



- 4 -

説明いたします。 

（譲渡人および譲受人住所氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

申請地は市街化調整区域ですので、農地転用は東京都による許可になり

ますが、申請にあたり、農地法第５条第３項の規定により、農業委員会は

意見書を都へ送付することとなっております。お配りした別紙をご覧くだ

さい。１ページが意見書、２ページが案内図、３ページが転用理由書、４

ページが転用計画図、５ページが売買契約書、６ページが預金通帳写しと

なっております。１ページの意見書の検討事項として１１項目ございます

が、そのうち３【転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意状況】およ

び５【行政庁の免許、許可、認可等の処分の見込み】、８【宅地の造成のみ

を目的とする場合にはその妥当性】、１０【一時転用である場合にはその妥

当性】、１１【法令（条例を含む。）により義務付けられている行政庁との

協議の進捗状況】の５項目については、本件では該当いたしません。はじ

めに１【農地の区分と転用目的】ですが、３ページの理由書と４ページの

転用計画図をご覧ください。まず農地転用許可申請理由ですが、本申請地

は登記地目が畑の農地でしたが、従前より農地法の手続きを経ずに住宅敷

地の一部および住宅への進入路として利用しておりました。平成２４年の

相続により譲受人は申請地および申請地に隣接する住宅を含む不動産を取

得しましたが、財産整理のため、譲受人の有限会社大野ハウジングに売却

することとなりました。しかし、申請地の登記地目が畑であったため、所

有権移転ができず、農地法の手続きによらず転用行為を行っている違反転

用状態を是正するために、本申請を行う運びとなりました。なお、許可を

受けたのちに譲受人は、当該地を賃貸住宅として経営していく計画でござ

います。次に農地の区分についてですが、当該地の周辺概ね５００メート

ル以内には公共施設等がなく、１０ヘクタール以上の一団の農地もないた

め、農地転用許可立地基準の第２種農地に該当すると考えます。以上の理

由により、転用についてやむを得ないと判断いたしました。次に、２【資

力及び信用】ですが、５ページの売買契約書および６ページの預金通帳写

しにより、適当と判断いたしました。次に、４【申請に係る用途に遅滞な

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、本件は前述のとおりすでに整備済みですので、

転用目的用途に供されることは確実であり、転用面積も適正と判断いたし
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ました。最後に、９【周辺の農地等に係る営農条件への支障の有無】です

が、申請地西側は農地に接しておりますが、譲渡人所有農地なので、支障

は生じないと判断いたしました。 

なお、現地調査でございますが、８月１６日に地区担当の川口委員と行

いまして、意見書についてご確認いただいております。よろしくご審議お

願いいたします。 

議長 

事務局の説明は終わりました。本件につきまして川口委員さんの補足説

明は何かございますか。 

委員 

推進委員の川口です。８月１６日に事務局と現地調査を行いました。 

事務局の説明の通りでございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

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ご

ざいますでしょうか。 

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２号「農地法第５

条第一項の規定による許可申請について」１件は原案のとおり決定いたし

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
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願について」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 

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 

（申請者氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

農地所有者の    さんが平成２９年１月１２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。 

８月１４日に、現地調査を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結果となっております。 

整理番号２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６月１日死亡のため、相続人で

ある    さん、    さん、    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。 

８月１４日に、現地調査を輪千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。 

整理番号３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２９年７月４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。 

８月１４日に、現地調査を森谷委員さんと行いまして、証明することに
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ついて支障なしとの結果となっております。 

議長 

以上で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、島﨑

委員さんの補足説明はございますか。 

委員 

議席番号５番島﨑です。事務局の説明の通りでございます。よろしくご

審議をお願いします。 

議長 

次に、整理番号２番につきまして、輪千委員さんの補足説明はございま

すか。 

委員 

議席番号１０番輪千です。事務局の説明の通りでございます。よろしく

ご審議をお願いします。 

議長 

次に、整理番号３番につきまして、森谷委員さんの補足説明はございま

すか。 

委員 

議席番号１４番森谷です。事務局の説明の通りでございます。よろしく

ご審議をお願いします。 

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
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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「引き続き農業経営を行っている旨の証明について」３

件を上程いたします。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。整理番号１番について御説明いた

します。（申請者氏名・地番・地目・面積読み上げ）、こ

の２筆が一団となっており、ワラビの栽培、耕うん済

の畑で大根が植えてありました。次に、（地番・地目・

面積読み上げ）、こちらも６筆の一段の農地となってお

り、栗、ピーマン、耕うん済の畑、またトウモロコシ

を作っていたがイノシシの食害で全滅し、その残骸が

残っていました。この農地は例年、生産緑地の調査で

指導の対象になっており、部分的には耕作してあるが、

道路の際などに雑草が目立つ状態です。今後、生産緑

地の調査もあるので、除草等の適切な管理や畑の耕作

について指導しております。よろしくご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

議長 

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。 
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整理番号２番 

調査結果  議席番号５番島﨑です。整理番号２番について御説明いたし

ます。８月１４日事務局２名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３筆全て梅

が植樹されていました。中道梅園の隣でとても賑わっ

ているところです。現在も梅が植えられており、草刈

り状況も良好でした。よろしくご審議をお願いいたし

ます。 

議長 

整理番号３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３番 

調査結果   議席番号１０番輪千です。整理番号３番について御説明い

たします。８月１４日事務局２名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）。この土地は自

宅に隣接する農地で、作付け作物は、ネギ、サトイモ、

ショウガ、キュウリ、ナス、トマト、梅の木と柿の木

が栽培されていました。農地として良好に管理されて

いることを確認しました。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

ございますでしょうか。 

委員 

議席番号９番鈴木です。整理番号１番について、耕作状況に多少問題が

あるような内容でしたが、証明するにあたって、どの程度であれば許可で

きるものなのか。 
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委員 

ここは毎年９月の生産緑地調査でいつも管理不十分という書類が出て、

私も調査に行くが、今回３年目なので幾らか良くなってはいる。厳密にい

うと雑草は目立つが、夏場は雑草が生えるのが早いということもあり、適

正な証明を受けるにはもう少し除草し耕作はしなければならないという話

をしている。部分的には耕作しているが、全面的に雑草が繁茂している状

況である。 

事務局 

補足説明です。今回調査した農地は生産緑地調査では引っかかっており

ません。生産緑地調査で問題となったのは別の農地となります。 

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「引き続き農

業経営を行っている旨の証明について」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 

次に議案第５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５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。 

 （申請者氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

農地所有者であった被相続人の    さんが平成２９年１２月２７日死亡のため、
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相続人である    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、８月１６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 

以上で事務局の説明は終わりました。本件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番清水です。    さんは７５歳くらいで高齢だが、長男

がサポートして畑をやって頂けるとのこと。現状調査をしたが、自宅すぐ

裏の畑には夏野菜等の残骸があり、耕作も部分的であったが、これから適

格者証明を受けるということで厳しく審査があるかもしれないという話は

しており、雑草の手入れや畑の耕作をしていくように、という話はしてあ

ります。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

ございますでしょうか。 

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「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。 
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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、会長先決処理等の報告を申し上げますので、別冊の報

告書をご用意ください。 

 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、 

７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、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６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。  

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い

ただきたいと存じますがよろしいでしょうか。 

 [意義なし] 

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１６時から開会いたします。 


