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令和元年第５回 国分寺市農業委員会総会議事録 
 

令和元年５月20日(月)午前９時30分 

第５回国分寺市農業委員会総会を国分寺市役所第５庁舎１階会議室に招集する。 

 

出席委員 

(13名) 

欠席委員 

(２名) 

1番  田中 豊   2番  関口 竹人  3番  佐藤 弘    4番 内藤 孝雄 

5番  鈴木 一雄  6番  神山 弘幸   7番  尾又 守     8番  濱野 周泰  

9番 金谷 こずえ 10番  真藤 秀夫   11番  田倉 隆行 12番 本橋 裕司  

13番  池谷 喜市   14番  本多 章雄欠 15番  小栁 良江欠 

事務局 

出席職員 
事務局長 清水 昭策  事務局係長 榎本 紘幸  係 園田 智也 

 

＜ 議事日程 ＞ 

 

日程第１ 開会と署名委員指名 

 

日程第２ 前回会議録の承認 

 

日程第３ 会長等の報告 

 

日程第４ 議案審議 

議案第１号 国分寺都市計画生産緑地地区の追加指定について 

 議案第２号 相続税の納税猶予に関する適格者証明の交付について 

議案第３号 相続税の納税猶予に係る引き続き農業経営を行っている旨の証明書の 

      交付について 

 

日程第５   協議事項  

 協議第１号 第 16回農ウォークについて 

 

日程第６ 報告事項 

報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第３号 令和元年度（平成 31 年度）農業委員会活動計画について 

報告第４号 第 59 回企業的農業経営顕彰事業について 

報告第５号 第 39 回農業後継者顕彰事業について 

報告第６号 今後の日程について 

 

日程第７ その他 

 

                                       

議長（田中 豊）は平成31年第５回国分寺市農業委員会総会の開会を宣言した。 
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○ 日程第１  開会と署名委員指名 

議長は，議事録署名委員について，次の２名を指名した。 

４番  内藤 孝雄 委員   ６番  神山 弘幸 委員 

 

○ 日程第２  前回会議録の承認 

事務局提示のとおり前回会議録は承認された。 

 

○ 日程第３  会長等の報告 

  以下の会議等に各委員が出席した。 

    ４/24 農業祭運営委員会 

    ４/24 内藤副市長との面会 

 

議 長    私と事務局長にて出席し，農業委員会の意見について話をしてきた。

鉄骨ハウスについて，市内の約７割が第一種低層住居専用地域となっ

ており，用途地域の関係で建てることができない。そのため，鉄骨ハ

ウスの設置に向けた話をしてきた。現状，既に鉄骨ハウスが建ってい

る場所については，鉄骨ハウス自体は建物としての課税がかかってお

り，土地は農地課税となっている。 

    農地転用届出が行われている農地の生産緑地への再指定について，

所有者につき１回という要件及び年齢要件がある。要件を緩和し，意

欲ある農業者が再指定を希望した際には指定できるよう伝えた。 

 鳥獣被害については，市へ農業者から相談があった場合には，ＪＡ

にて対応策がある旨を伝える等，適切な案内をするよう伝えた。内藤

副市長からは被害状況について確認してほしいと言われている。東京

都による鳥獣被害の調査もあるため，ＪＡへ調査依頼し，結果を基に

意見を提出したい。 

 

    ５/９ 国分寺ファーマーズ・マーケット運営協力会 

    ５/13 農ウォーク実踏 

    ５/15 農業委員会会長職務代理研究集会 

   

 鈴木職務代理 特定生産緑地について，他市農業委員会の職員から報告があり，申

請受付を開始している市があり，通知に対して反応がない方へは，戸

別訪問等を実施するとのこと。また，他市農業委員会から，生産緑地

の斡旋成立の事例紹介があった。  

 

○ 日程第４  議案審議 

議案第１号 国分寺都市計画生産緑地地区の追加指定について 

      議長は，議案第１号１番から５番までを議題とすることを告げ，事務

局説明後,１番を尾又委員，２番を佐藤委員，３番を金谷委員（戸

倉）・池谷委員（北町・並木町），５番を真藤委員へそれぞれ現地調

査報告を求めた。なお，４番については，「生産緑地地区指定に係る

現況が農地である旨の証明書」の交付のため，４月10日に現地調査を
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実施しており，平成31年第４回農業委員会総会にて審議しているため，

改めて現地調査は実施せずに，議案審議のみとした。 

  事務局     別紙に対象農地の写真を添付しているため，参照の上で審議いただ

きたい。 

 尾又委員  議案第１号１番について，５月13日に，金谷委員，私と事務局で現

地調査を行った。当該農地は，ブルーベリーが栽培されており，すべ

て適切に肥培管理されていた。 

 佐藤委員  議案第１号２番について，５月14日に，内藤委員，濱野委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，キャベツが栽培されてお

り，その他は作付け準備中で，すべて適切に肥培管理されていた。 

 金谷委員  議案第１号３番の戸倉の農地について，５月13日に，尾又委員，私

と事務局で現地調査を行った。当該農地では，ハナミズキ，イチョウ

等の植木類が栽培されており，すべて適切に肥培管理されていた。 

 池谷委員  議案第１号３番の北町・並木町の農地について，５月13日に，田中

会長，真藤委員，私と事務局で現地調査を行った。並木町の農地は，

作付け準備中で，適切に肥培管理されていたが，当該地の一部に，自

宅出入り用の通路兼農道として使用されている部分があり，この部分

については農業以外の用途としての性質があるため，追加指定の対象

からは除くべきと考える。 

北町の農地では，ハナミズキが栽培されており，すべて適切に肥培

管理されていた。 

  事務局     ３番の並木町の農地について，通路兼農道として使用されている部

分は，大部分が舗装されているが，際に砂利敷きの部分があり，境界

が不明確となっている。追加指定に関する農業委員会の意見の回答後，

当該部分について追加指定の対象外とする場合，所有者による実測等

の前に，まちづくり計画課による簡易的な測定を行う予定のため，事

務局も立ち合い，追加指定となる部分については耕作できる状況であ

ることを確認する。 

鈴木職務代理  農地へ入るために必要な進入路や農道については舗装されていても

問題ないが，今回の事例は適用されないか。 

 議 長  農業用であれば可能だが，今回は自宅への通路としても使用されて  

おり，農地としては認められないと考える。また，砂利については，

追加指定の対象外となる部分に寄せていただくようにお伝えする。 

 内藤委員  ３番について，指定に向けた今後の流れはどうなるか。 

  事務局  本議案にて審議した結果をまちづくり計画課へ回答し，通路兼農道  

の部分について，追加指定の対象外とする場合は，期限を決めて，所

有者による実測又は分筆を行っていただくことになる。 

 真藤委員  議案第１号５番について，５月10日に，田中会長，池谷委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地は，以前までは豚舎が建ってい

たが，既に取り壊されており，現在は作付け準備中で，すべて適切に

肥培管理されていた。 

  議 長   本議案について審議の結果，各委員の確認することに異議がないの

で，議案第１号１番から５番について全員一致で承認とする。 
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議案第２号 相続税の納税猶予に関する適格者証明の交付について 

議長は，議案第２号１番を議題とすることを告げ，事務局より説明を

行った。 

  事務局   現地調査を実施した際に，別添写真のとおり，農業用倉庫が３点存

在した。 

当該部分が納税猶予の適用対象となるか否かについては，農地法上，

農地であるかを判断する必要がある。また，農地と認められるか否か

については，農林水産省の施設園芸用地等の取扱いについてを参考と

している。国分寺市農業委員会のこれまでの見解として，農業用倉庫

については，農作物の栽培に必要不可欠なものとは言えないため，適

用の対象外と考えている。 

そのため，直売所等についても適格者証明書の段階で面積から除い

ていただくか，撤去していただき，証明を行ってきた。今回もそのよ

うな形で証明すべきと考えていたところ，本件を担当している税理士

の方より，地面が土であり，すぐに移動できるような農業用施設であ

れば，適用対象となっている事例があるとのことであった。税務署へ

も確認したところ，同様の回答であった。 

東京都農業会議へ相談し，国分寺市農業委員会の見解に問題がない

ことを確認。現在，税務署へ照会をしていただいている。また，事務

局にて他市農業委員会の状況について問い合わせを行い，情報を整理

した上で，６月総会にて審議を行いたいと考えている。審議を先送り

することについては，申請者の代理人へ説明し，ご理解をいただいて

いる。 

  議 長  事務局からの説明のとおり，確認に時間を要するため，審議を次回

総会へ先送りしたい。そのため，現地調査報告についても実施しない。 

 濱野委員  税理士から，他市において認められているとの話があるが，税務署

の担当によって見解が異なる可能性もある。国分寺市農業委員会では，

このような事例を認めていない。 

  議 長  東京都農業会議を通じて，税務署へ照会を行っている。また，現地

を確認した税務署職員がどのように判断するかという問題もある。慎

重に審議を行うため，照会の結果を基に次回の総会にて審議する。 

 

議案第３号 相続税の納税猶予に係る引き続き農業経営を行っている旨の証明書の 

交付について 

議長は，議案第３号１番から２番までを議題とすることを告げ，事務

局説明後，１番を本橋委員，２番を関口委員にそれぞれ現地調査報告

を求めた。 

 本橋委員  議案第３号１番について，５月10日に，関口委員，神山委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，タケノコ，ハナミズキ等

が栽培されており，その他は作付け準備中で，すべて適切に肥培管理

されていた。 
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 関口委員  議案第３号２番について，５月10日に，本橋委員，神山委員，私と

事務局で現地調査を行った。北側の農地では，トマト，ナス，ジャガ

イモ等の野菜類が栽培され，南側の農地では，ソラマメが栽培されて

おり，その他は作付け準備中で，すべて適切に肥培管理されていた。 

  議 長  本議案について審議の結果，各委員の確認することに異議がないの 

で，議案第３号１番から２番について全員一致で承認とする。 

 

○ 日程第５  協議事項 

協議第１号 第16回農ウォークについて 

議長は協議第１号を議題とすることを告げ，事務局へ説明を求めた。 

事務局     会長及び地区担当農業委員と実踏を行い，受入農家の案を作成して

いる。受入農家による説明のほか，こくベジの収穫体験及びジェラー

トアイスの試食，農業者との懇談会を実施したいと考えている。この

案のほか，畑の中を歩かせてもらえる場所があれば，コースの中に取

り入れたい。詳細なタイムスケジュールについては，次回総会にて提

示する予定。 

 本日の総会では，受入農家・スケジュール・班長等についてご協議

いただきたい。 

議 長    懇談会について，３月に実施したうど見学会の際は班分けを行わず，

うど農家を囲んで全体で実施した。班を分けて実施すると，会場によ

っては声が聞き取り辛くなってしまうことがある。一方で，農ウォー

クは全体で行うには参加者とスタッフの合計人数が多すぎるため，会

場の工夫をして，各班にて実施できれば良いと考えるが，ご意見をい

ただきたい。また，参加者が一人ずつ感想を述べるのではなく，質問

をしたい方が発言するような形態で実施したい。 

本橋委員   参加者50名を３班に分けるのではなく，４班体制にすることはでき

ないか。 

事務局   参加者とスタッフ併せて80人が参加する予定であり，４班体制とす

ると，コース取りや通行上の問題もあるため，３班体制を維持できれ

ばと考えている。また，スタッフの人数がかなり多いため，コース上

の信号で班が分断される等の問題も生じている。今後，スタッフの参

加人数についても検討していきたい。 

本橋委員   コース上で班が分断される点については，４班体制にした方が解消

できるのではないか。懇談会については，全体を２つに分けるような

形で実施でき，コースについても東西へ２班ずつが移動することがで

きる。 

議 長   ３班又は４班体制のどちらにするかについては，６月17日より開始

する募集の状況を踏まえて，事務局にて案を作成し，検討していただ

きたい。また，友人と参加する方については，同じ班となるように調

整をする。 

内藤委員   今回の会場はＪＡのため，２階ホールを懇談会時のみ間仕切りする

ことはできないか。 

事務局   ＪＡに確認する。 
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 議 長    受入農家については，事務局案のとおり決定し，コースについては

休憩を市役所又は福祉センターを使用する方向で検討し，収穫体験は

できるだけ終盤に設定する。また，通過のみの畑についても適宜追加

する。例年参加者に渡しているお土産については，ＪＡに依頼し，手

配していただく。ジェラートアイスの費用負担については，共催団体

にて調整を行う。各班の班長については，下記のとおり決定する。 

１班 鈴木職務代理 ２班 金谷委員 ３班 尾又委員。 

○ 日程第６  報告事項 

報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第１号について，事務局より資料を基に２件報告した。 

 

報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第２号について，事務局より資料を基に３件報告した。 

 

報告第３号 令和元年度（平成31年度）農業委員会活動計画について 

報告第３号について，事務局より資料を基に報告した。 

 事務局     前回の総会にて指摘のあった部分について修正，追加を行っている。

３.情報の把握と提供の推進（３）特定生産緑地の周知活動の推進の文

言，「特定生産緑地制度は」の後に「生産緑地の」の文言を追加し，

「特定生産緑地制度は生産緑地の指定告示より30年経過すると」に変

更している。 

 また，同項目（４）市議会との意見交換会の開催について追記して

いる。 

 

報告第４号 第59回企業的農業経営顕彰事業について 

 報告第４号について，事務局より資料を基に報告し，６月の農業委 

員会総会にて推薦候補者を審議するため，６月７日を期限に委員へ推

薦を依頼した。 

企業的農業経営顕彰については，推薦の締切が８月末に設定されて

いるため，６月総会又は７月総会にて推薦候補者を決定する。 

 

報告第５号 第39回農業後継者顕彰事業について 

 報告第５号について，事務局より資料を基に報告し，６月の農業委 

員会総会にて推薦候補者を審議するため，６月７日を期限に委員へ推

薦を依頼した。 

農業後継者顕彰については，推薦の締切が７月末に設定されている

ため，６月総会にて推薦候補者を決定する。 

 

報告第６号 今後の日程について 

 報告第６号について，事務局より資料を基に報告した。 
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○ 日程第７ その他 

市長・議長への意見の提出について。 

 事務局より，市長・議長への意見の提出について，今後のスケジュー

ルの目安及び意見項目案を提示した。内容については，次回以降の総会

にて協議を行っていく予定。 

鈴木職務代理 農地転用届出が行われている農地の生産緑地への再指定については，

指定回数要件や年齢要件に関して，撤廃か要件緩和のどちらにするか

という問題がある。 

  議 長   現状は所有者につき１回となっているが，農地につき１回という考

え方もある。 

事務局     現在の年齢要件は60歳未満の方となっているが，60歳以上の方につ

いても，60歳未満の後継者が確認できれば指定可能である。 

議 長     鉄骨ハウスについては建物課税がかかっているが，土地は農地課税

となっている。建築物とみなさないように要望すると，既に存在する

鉄骨ハウスの建物課税をどうするかという問題が出てくる。設置につ

いて，国分寺市は特定行政庁であるため，市の判断にて認めることは

可能である。 

 濱野委員   以前紹介した国土強靭化基本計画に関する新聞記事でも農業用ハウ

スに関する事項が掲載されており，防災・減災の観点や，都市農業の

生産基盤の強化のために，鉄骨ハウスを導入するのは一つの方策だと

考える。 

金谷委員途中退席 

 

     耕作証明について 

事務局    耕作証明の交付について，平成27年第12回総会以降は議案審議の対

象とせず，会長専決処理とする議事録が残っている。一方で，平成28

年第７回総会において，耕作証明の議案審議が行われており，その経

過は不明である。その後も議案審議を行ってきているが，ここで改め

て議案審議を継続するか，会長専決処理とすべきかご判断いただきた

い。 

 また，都内他市の状況についてすべては把握できていないが，別紙

のとおり専決処理としている市が多い。議案審議とすることで，証明

の発行まで時間がかかり，必要な期日に間に合わないとの相談もきて

いる。 

議 長   周辺市においても専決処理としているため，現地調査を行い，会長

専決処理を行う方が良いのではないかと考える。 

 耕作証明の交付について，欠席委員（本多委員・小栁委員）と途中

退席委員（金谷委員）を除く全委員一致で会長専決処理へ変更するこ

とを確認する。また，交付に係る現地調査については，地区担当農業

委員と事務局にて実施し，農地転用届出と同じく２週間以内に発行す

る。交付後，農業委員会総会で報告を行う。 
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令和元年５月20日 

国分寺市農業委員会 

       会 長   田中  豊 

署名委員 
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