
平成３０年度第８回青梅市農業委員会議事録

１ 日  時  平成３０年１１月２２日（木）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０２分

４ 閉  会  午前１０時４４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

   １０番 輪千  茂 君  １１番 丹生  守 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   任 福島 海平



第８回青梅市農業委員会議事日程 
期日  平成３０年１１月２２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 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２号 農業委員会による非農地証明について               ７件 

議案第３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４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                  １件 

議案第５号 引き続き農業経営を行っている旨の証明について          ４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８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１０番輪千委員さん、第１１番丹

生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。 

10 月 30 日、農業委員会活動推進フォーラム 

（福島会長、吉永職務代理、部会長各位） 

：府中市生涯学習センター 

11 月 3～4 日、第 51 回青梅市農産物共進会 

（福島会長、吉永職務代理以下出席者） 

：永山公園 

 11 月 10 日～11 日、平成 30 年度梅郷地区総合文化祭農産物共進会 

       （島﨑委員、和田委員、高野委員） 

      ：梅郷市民センター 

11 月 10 日～11 日、第 40 回三田地区総合文化祭農産物共進会 

       （福島会長、小峰推進委員） 

      ：沢井市民センター 

11 月 10 日、第 33 回小曽木地区農業祭 

       （大越委員、川鍋推進委員） 

      ：小曾木市民センター 

 11 月 11 日、平成 30 年度成木地区文化祭農産物共進会 

       （青木委員、川口推進委員） 

      ：成木市民センター 

 11 月 16 日、東京都農業会議 事業推進協議会 

       （福島会長） 

      ：ＪＡ東京南新宿ビル 

以上でございます。 
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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「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 

それでは、議案第１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 

（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３月３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。１１月１３日に、現地調査を島﨑

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。 

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８月１日死亡のため、相続人であ

る    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。１１月１３日に、現

地調査を和田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。 

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、島﨑委員さ

んの補足説明はございますでしょうか。 

委員 
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議席番号５番の島﨑です。１１月１３日に事務局と現地調査を行いまし

た。夫婦でよく仕事をしており非常に整地されておりました。よろしくご

審議お願いいたします。 

議長 

次に、整理番号２番につきまして、和田委員さんの補足説明はございま

すか。 

委員 

議席番号１３番和田です。１１月１３日に事務局１名と現地調査を行い

ました。梅樹が植えていたと思われる跡地はきれいに草刈りがされており

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１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「農業委員会による非農地証明について」７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。 
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事務局 

議案第２号「農業委員会による非農地証明について」７件について御説

明いたします。議案書の２ページをご覧ください。整理番号１番から整理

番号７番は、すべて関連する案件ですので、一括してご説明いたします。

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ご覧ください。現在の公図に現地

写真および撮影位置を記載したものでございます。ご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。次に平成 9 年撮影の航空写真でござい

ます。当該地は当時から山林の様相を呈していた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いたしましたので、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、地区担当委員の川鍋委員と現地調査

を行いまして、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］ 
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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「農業委員会

による非農地証明について」７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４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」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３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」１件

を一括で御説明いたします。本件につきましては、農地所有者より農業会

議へ農地中間管理事業による賃借権の設定の申出があり、農業会議が借受

者を３０日間公募したところ、借受希望者の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。 

はじめに議案第３号の農用地利用集積計画については、農業経営基盤強

化促進法第１８条第１項の規定により、農業委員会の議決を得ることが求

められているため、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。整理番号１番と２番について、別紙１の農用地利用集積計画（案）を

ご覧ください。 

（利用権設定者および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、設定する権利は貸借権。契約期間は２０１９年１

月１日から２０２１年１２月３１日までの３年間。 

次に、２枚目をご覧ください。 

（利用権設定者および設定を受ける者の住所氏名・地番・地目・面積読
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み上げ） 

 新規の利用権設定で、設定する権利は貸借権。 

契約期間は２０１９年１月１日から２０２１年１２月３１日までの３年

間。 

次に、３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号のイから第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、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、許可要件をすべて満たしていると考えます。続きまして、議案第

４号の農用地利用配分計画については、農地中間管理事業の推進に関する

法律第１９条第３項の規定により、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、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。整理番号１番について、別紙２の農用地利用配分計画（案）をご覧く

ださい。 

（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、設定する権利は貸借権。契約期間は２０１９年１

月１日から２０２１年１２月３１日までの３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両面で

記載されております。次に、３枚目をご覧ください。こちらは、   の

事業計画・所有する農機具等の農業経営の状況を記載した資料となります。

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。農地中間管理事業の

推進に関する法律第１８条第４項、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
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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、

権利の設定を受けるものに利用配分計画案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、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。 

 現地調査につきましては、１１月１２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。本件につきまして川鍋委員さんの補足説

明はございますでしょうか。 

委員 

推進委員の川鍋です。事務局の説明のとおり、１１月１２日に事務局２

名と６団の畑を見てきました。こちらは全てお茶の木が栽培されていて、 

 の話では、お茶の木をそのまま流用して事業をしていくという話を聞

いています。その他は事務局の説明のとおりです。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意見、

ご質疑等ございますか。中間管理事業については農業委員会では初めてに
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なると思いますが。 

委員 

議席番号９番鈴木です。事業の中で経営は榊生産となっているが、今、

植わっている茶畑はそのまま利用していくのか。榊を生産していくのでは

ないのか。 

事務局 

こちらは記載要領がありまして、５０％以上の売上が残るものを載せな

さいということになっておりますので、   さんはお茶や米など、野菜

も栽培はしているが、ほとんどの収入が榊の生産となるので、このような

表現になっております。 

議長 

その関連で、資料の中に柿の伐採は禁止となっているが、収穫について

は借りた方ができないわけで、貸した人が利用できるということか。 

事務局 

木を切らないでくれということです。 

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３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４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」３件は原案のとおり

承認することに決定いたしました。 
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議長 

次に議案第５号「引き続き農業経営を行っている旨の証明について」４

件を上程いたします。整理番号１番について、大越委員さんの説明をお願

いいたします。 

委員 

整理番号１番 

調査結果   議席番号１番大越です。整理番号１番についてご説明

いたします。１１月１２日に事務局２名と本人立会い

のもと現場調査を行ないました。 

（申請者氏名・地番・地目・面積読み上げ）、この２筆

は自宅の前にあり一団の畑になっております。ここに

は、白菜、ネギ、大根、ほうれん草、ブロッコリー、

人参などが植えてありました。（地番・地目・面積読み

上げ）、こちらは自宅東側にあり、ネギ、ブルーベリー

が植えてありました。３筆とも良好に管理されており

ました。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、担当の私から説明いたします。 

整理番号２番 

調査結果     １１月１３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

２筆につきましては、梅の木が植えてあったが伐

採されたあとです。（地番読み上げ）については、

ネギ、ノラボウ、里芋、大根が植えられており、（地

番読み上げ）については、柿の木、ネギ、里芋が

植えられていて、農地としてきれいに管理されて

おりました。以上です。 
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議長 

整理番号３番につきましては吉永委員さんの説明をお願いします。 

委員 

整理番号３番 

調査結果    整理番号３について御説明いたします。１１月１４日事務

局２名と旦那さん立会いのも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

らには梅や柿が植わっており、下草も刈られておりま

した。（地番・地目・面積読み上げ）、こちらにはネギ

とノラボウ等が植わっておりました。（地番・地目・

面積読み上げ）につきましては、お茶とブルーベリー

が植わっております。（地番・地目・面積読み上げ）

につきましては栗が植わっており、下草も刈り取られ

て管理されていました。よろしくご審議のほどお願い

いたします。 

議長 

整理番号４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４番 

調査結果   議席番号１３番和田です。整理番号４番について御説明い

たします。１１月１３日事務局１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

の一筆につきましてはノラボウが植えられており、残

りの場所についてもきれいに耕運されており、よく管

理されておりました。（地番・地目・面積読み上げ）、

この一筆にはタマネギ、ノラボウが植えられていて、

こちらも適正に管理されておりました。よろしくご審

議のほどお願いいたします。 
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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。本件につきましてご質疑等

ございますでしょうか。 

委員 

農地中間管理事業の件だが、農業振興地域が対象と書いてあるが、例え

ば今井は４丁目の調整区域だけという意味ですか。 

事務局 

その通りです。 

委員 

では市街化区域の生産緑地である畑は対象外ですか。 

事務局 

その通りです。 

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５号「引き続き農

業経営を行っている旨の証明について」４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、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。 
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 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」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」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条の規定による届出に

ついて」については、２０件で３ページから６ページに記載されたとおり

です。次に「耕作証明について」については、１件で７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。 

委員 

議席番号４番の清水です。   が申請した耕作証明書は、どういう理

由で出されているのか。 

事務局 

耕作証明を出すのは、他の自治体で農地を売買するときに、3,000～5,000

㎡という面積要件の決まりがあるので、   さんがどの位の面積を持っ

ているのかを他の自治体に対して証明したものです。本件は他の自治体で

農地を所有したいということで、そのための申請です。 

議長 

改めて確認しますが、その他は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１０時５０分から開会いたします。 


