
平成３０年度第 １ １ 回 青 梅 市 農 業 委 員 会 議 事 録

１ 日  時  平成３１年２月２２日（金）午前９時

２ 場  所  青梅市役所災害対策本部室

３ 開  会  午前９時００分

４ 閉  会  午前１０時１２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

   ２番 高野 公男 君  ４番 清水 昭男 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１１回青梅市農業委員会議事日程 
期日  平成３１年２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 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 相続税の納税猶予に関する適格者証明について           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                ３件 

議案第４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 

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１４名、欠席はございませんので会議は成

立しております。これより平成３０年度第１１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２番高野委員さん、第４

番清水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。 

1 月 29 日：農業振興対策審議会 

（福島会長、清水農政部会長） 

：市役所２階会議室 

2 月 5 日、農業振興地域整備促進協議会・担い手育成総合支援協議会 

（吉永職務代理、丹生土地部会長） 

：市役所議会棟会議室 

2 月 19 日、人・農地プラン検討会 

      （福島会長、丹生土地部会長）     

：市役所議会棟会議室 

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 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。なお、整理番号１番は丹生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、丹生委員さんには退席いただきます。 

整理番号１番について、吉永委員さんの説明をお願いします。 
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整理番号１番 

調査結果   丹生委員さんの畑ですが、（地番・地目・面積読み上げ）

につきましてはハウスと温室があり春先に向けて準備

をされておりました。（地番・地目・面積読み上げ）に

ついてもハウスと温室があり準備されておりました。

（地番・地目・面積読み上げ）につきましては、都の

委託ということでサツキが植わっております。きちん

と管理されており、問題はないように思います。実施

したのは２月１５日に事務局２名と丹生さんと調査を

行いました。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。 

議長 

ご意見、ご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。整理番号１番の審議が終了しまし

たので、丹生委員さんには自席に着席していただくようお願いします。 

議長 

それでは、整理番号２番について、島﨑委員さんのご説明をお願いしま

す。 

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番についてご説明

いたします。２月１３日に本人立会いのもと事務局２

名と現地調査を行いました。（申請者氏名・地番・地目・
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面積読み上げ）。この土地の畑につきましては、以前ウ

メが植わっておりまして、ＰＰＶウイルスの関係で伐

採して、今後もウメを植える予定となっています。従っ

て現在は他のものは植わっておりませんが、ウメを植

える予定です。この土地はまだ植えられない土地に

なっておりまして、畑だけ管理しているという状況で

ございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

議長 

それでは、整理番号３番について、丹生委員さんの説明をお願いいたし

ます。 

整理番号３番 

調査結果   整理番号３番につきましてご説明いたします。２月１

５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）。畑には植木が植えつけられ

ており、良好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。

議長 

整理番号４番について、吉永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 ２月１５日事務局２名と奥様立会いで現地調査を行いま

した。（申請者氏名・地番・地目・面積読み上げ）につ

きましては、耕作がされていて南のほうには植木が植

わっており、春先に向けて準備されておりました。次

に（地番・地目・面積読み上げ）につきましては、ノ

ラボウ等の野菜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、サツマイモが植わっ

ており、畑には草がなくきちんと管理されておりまし
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た。（地番・地目・面積読み上げ）につきましては、梅

が植えられていました。よろしくご審議お願いいたし

ます。 

議長 

整理番号５番について、鈴木信義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     推進委員の鈴木です。２月１３日事務局と現地調査を

行いました。整理番号５番、（申請者氏名・地番・地目・

面積読み上げ）。この二筆は自宅前と道路を挟んで東側

です。１－１－１の畑には、玉ねぎ、人参、カブ、小

松菜等が栽培されていて、現在空いている部分につい

ては、これからホウレン草を栽培する予定ということ

できれいに管理されていました。（地番・地目・面積読

み上げ）につきましては、キャベツが栽培されていま

した。空いているところにはこれからワラビを栽培す

る予定とのことで、よく管理されていました。ただし、

（地番・地目・面積読み上げ）については若草小に面

した部分なのですが、道路との境に植木が植えられて

いて全部はみ出していたので、剪定をお願いしました。

この作業の完了は１９日に確認しております。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「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いたします。 

事務局 

議案第２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３０年７月２９日死

亡のため、相続人である    さん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、２月１５日に森谷委員と行いまして、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 

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、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番の森谷です。ただいま事務局が発表した通りですが、本

人立会いのときに聞きましたところ、いまは河津桜、柿が植わっておりま

すが、今後、ノビル、フキ、タラの芽を植えていく予定でいるということ

です。よろしくご審議をお願いいたします。 

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「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。 

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」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 

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」３件につきまして関連がありますので一

括で、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。 

（利用権設定人・設定地番・地目・面積読み上げ） 

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
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は、別紙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、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、

２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番の森谷です。２月１５日事務局と現地調査を行いました。

こちらの土地は道路沿いですが、ほとんど毎日犬の散歩コースで脇を通っ

ております。一年を通して常にきれいです。ビニールハウスも中に観葉植
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物や苗木の苗があり、畑もこれからは春に向けて作物を植えていくので

しょうが、今のところは何もありませんが、常にきれいになっている状態

です。一年を通してみております。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。 

委員 

議席番号９番の鈴木です。整理番号２番と３番に分割されておりますが、

この経緯を聞かせ願いたい 

事務局 

経緯としましては、先に  さんが設定を行ない、ハウスでの栽培を行っ

ておりました。ハウスの無い南側の部分について、  さんが利用したい

との要望があったため利用権の設定を行ないました。 

委員 

借りた面積をすべて耕作しなければならなかったのにできなかったという

ことか。 

事務局 

ハウスを建てているので、それ以外の部分については空いていたと思われ

ます。 

委員 

最初からすべてを耕作する気がなく借りたということはないのか。 

事務局 

最初から利用しないで借りたことはないと思います。 

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」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４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４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。 

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。 

（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  さんが農地購入のために、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。 
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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、２月１３日に川鍋委員と行いまして、

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。 

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。２月１３日事務局１名と  さん本人立会いのも

と現地調査を行いました。農地の中に住宅があり、その一部にハウスが３

棟建っております。昨年は   が土地を借りて、ハウスの中でオカワサ

ビを栽培しているところなんですが、申請者によるとハウスは返してもら

うことになっているとのことでした。 

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

ございますでしょうか。 

委員 

議席番号４場の清水です。この申請者は耕作面積がゼロとなっているが、

どのような状況で農業にかかわってきたのか。また、農機具等の状況はど

うなのか。 

事務局 

申請者は今まで自宅周辺の農地を借りて耕作をしており、今回、住宅に

移住して畑を耕作すると伺っております。また、農機具については耕耘機

を２台所有していると伺っております。 

委員 

がハウス借りているとのことだが、返却する際には撤去すること

になっているのか。 

事務局 

申請者によると、オカワサビが植わっており、収穫が終わり次第、売買

をして農地を取得することになっているとのことです。 

委員 

本来ならばハウスが撤去されてから申請がでるのではないのか。 

委員 

農地取得面積が３０アールという規定はどのように決まっているのか。 

事務局 

法律上は５０アールとなっているが、各農業員会の取決めにより下げる

ことができるため、青梅市では３０アールに下げています。 

委員 
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がハウスを借りていることとなると、申請者がすべての農地を耕

作することにならない。申請者が関係者でないのか。 

事務局 

との関係性や現状の状況等を含めて実情が把握できてない、近く

に別件で   と話をする機会があるため、状況を確認して改めて議案と

して上程したい。 

議長

この件につきましては、内容を十分に精査してから再提案したいと思い

ます。 

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 

それでは、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

御説明いたします。 

青梅市が土地所有者と特定農地貸付協定を締結している農家開設型市民

農園について、所有者から新規に開設したい旨の申請がありました。 

その申請を受け、青梅市長より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、農業委員会へ承認の申請が

ございました。 

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）現地調査でございますが、２月１５日に石川委員と行いま

して、解説することについて、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。本件につきまして石川委員さんの補足説

明はございますでしょうか。 
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委員 

議員番号７番石川です。整理番号１番についてご説明いたします。２月

１５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「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１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、１２件で２ページから３ページに記載されたとおりです。 

次に「非農地証明の願出について」については、３件で４ページに記載
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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１０時２０分から開会いたします。 


