
平成３０年度第 １ ０ 回 青 梅 市 農 業 委 員 会 議 事 録

１ 日  時  平成３１年１月２５日（金）午後２時

２ 場  所  青梅市役所２階２０４会議室

３ 開  会  午後２時００分

４ 閉  会  午後２時３５分

５ 出  席  １６名（農地利用最適化推進委員５名含む）

６ 欠  席   ３名

７ 議  事  別紙議事日程

８ 議事録署名委員

   １４番 森谷 宏幸 君  １番 大越 文男 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１０回青梅市農業委員会議事日程 
期日  平成３１年１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 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 特定農地貸付けに関する承認について               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１２名、欠席２名でございますので会議は

成立しております。これより平成３０年度第１０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１４番森谷委員さん、

第１番大越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。 

12 月 27 日、内田農業振興会受賞祝賀会 

（福島会長） 

：スイートプラム 

1 月 18 日、西多摩地区農業委員会地区別検討会 

（福島会長） 

：福生市もくせい会館 

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。（申請者氏名・地番・地目・面積読み上げ）。

１月１６日に申請人と事務局２名と現地調査を行いま

した。畑には、ほうれん草、大根、長ねぎ、白菜など

が植えられていて、よく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 

整理番号２番および３番については、担当の私から説明させて頂きます。 

整理番号２番および３番  

調査結果   整理番号２番、（申請者氏名・地番・地目・面積読み上

げ）。２件で持分が半分ずつで場所は同じですので、ま

とめて説明させていただきます。（地番・地目・面積読

み上げ）につきましては、ブロッコリー、玉ねぎ、空

いているところは耕うんされていました。 

（地番読み上げ）は、こちらは庭先の一団の畑で、玉

ねぎ、長ねぎ、ツツジが植栽されていて、その他につ

いては耕うんされ、春に向けての準備がなされ農地と

して良好に管理されておりました。調査は１月１６日

に事務局２名と申請者立会いのもと現地調査を行って

います。 

議長 

 整理番号４番について、加藤委員さんの説明をお願いいたします。 

整理番号４番 

調査結果     議席番号８番加藤です。整理番号４番につきまして、

１月１６日事務局と申請人の弟さんと一緒に現地調査

を行いました。（申請者氏名・地番・地目・面積読み上

げ）。ここは一団の茶畑となっていまして、除草等も

ちゃんと出来ていて、お茶の管理もきれいに管理され

ていました。ご審議よろしくお願いいたします。 

議長 

整理番号５番について、輪千委員さんの説明をお願いいたします。 

整理番号５番 

調査結果     議席番号１０番輪千です。整理番号５番についてご説
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明いたします。１月１７日事務局２名と申請人本人立

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） 

この３筆は自宅に隣接している土地です。作付け作物

は梅の木、キンカン、ミカン、夏野菜を中心に栽培す

る予定であります。 

（地番・地目・面積読み上げ） 

この３筆は一団の畑です。作付け作物は、みかん、プ

ラム、ねぎ、大根、白菜、キャベツが栽培されていま

した。６筆とも農地として良好に管理されていること

を確認いたしました。以上、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１１名］ 

議長

挙手１１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いた

します。 
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事務局 

それでは、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１１月１０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。

１月１６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。よろしく御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。整理番号１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でしょうか。 

委員 

整理番号１番についてご説明いたします。１月１６日事務局２名と現地

調査を行いました。内容につきましては事務局の説明のとおりです。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１１名］ 

議長

挙手１１名により、可決されました。よって、議案第２号「生産緑地に
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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件を上程いたします。それでは事務局の説明をお願いいたし

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」１件を御説明い

たします。はじめに議案第３号および議案第４号の整理番号１番につきま

してご説明いたします。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権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。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、

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。 

（利用権設定人・設定地番・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３月１日から２０２４年２月２９日までの５年間。 

次に、２枚目の別紙２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
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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。続きまして、別紙３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、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。 

（利用権設定人・設定地番・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２０１

９年３月１日から２０２４年２月２９日までの５年間。 

次に、４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。次に、５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。次

に、６枚目の別紙４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。 
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なお、現地調査につきましては、１月１６日に石川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。 

次に、議案第３号、整理番号２番を御説明いたします。 

別紙５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、青梅市が農用地利用集積計画（案）を作成しました。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、

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。 

（利用権設定人・設定地番・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２月１０日から２０２４年２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。次に、９枚目の別紙６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、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、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
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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。 

なお、現地調査につきましては、１月１６日に影山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番石川です。整理番号１番についてご説明いたします。１月

１６日事務局２名と本人立会いのもと現地調査を行いました。（地番読み上

げ）の畑では、トウモロコシ、葉物野菜を今後作る予定とのことです。（地

番読み上げ）の畑ですが現在草畑になっていて、このあと何度か耕うんし

てから土質を見て作物を決めると言っていました。あとは事務局の説明の

とおりです。よろしくご審議をお願いいたします。 

議長 

続きまして、整理番号２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 

推進委員の影山です。１月１６日事務局２名と本人立会いのもと現地調

査を行いました。今後は露地野菜を栽培するとのことです。以上、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等

ございますでしょうか。 

議長 



- 9 -

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１１名] 

議長

挙手１１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。 

議長

次に議案第５号「特定農地貸付けに関する承認について」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号について御説明いたします。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、青梅市長から承認

申請がありましたので、提案させていただきます。整理番号１番、承認を

受けようとする農地でございますが、 

（申請者氏名・地番・地目・面積読み上げ） 

予定区画数、１５区画の市民農園にしたいとのことでございます。次に、

権利の種類等でございますが、土地所有者と使用貸借権の設定契約を行う

内容となっております。なお、現地調査でございますが、１月１７日に担

当委員の輪千委員さんと行いまして市民農園開設について、位置、規模な

ど妥当なものであり、特に支障ない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。本件につきまして輪千委員さんの補足説

明はございますでしょうか。 
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委員 

議席番号１０番輪千です。整理番号１番についてご説明いたします。１

月１７日事務局２名と現地調査を行いました。事務局の説明のとおりです。

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１１名］ 

議長

挙手１１名により、可決されました。よって、議案第５号「特定農地貸

付けに関する承認について」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

告書をご用意願います。 

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、５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、1 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、１１件で３ページから４ページに記載されたとおりです。 



- 11 -

次に「非農地証明の願出について」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１４時４５分から開会いたします。 


