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令和元年（平成31年）第８回国分寺市農業委員会総会議事録 
 

令和元年８月20日(火)午前９時30分 

第８回国分寺市農業委員会総会を国分寺市役所プレハブ会議室第一に招集する。 

出席委員 

(15名) 

欠席委員 

(０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  15番  小栁 良江 

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 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書の交付について 

 議案第２号 相続税の納税猶予に関する適格者証明書の交付について 

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 地区別懇談会について 

 

日程第６  報告事項 

 報告第１号 農地法第３条の３第１項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３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４号 農地利用状況調査について 

報告第５号 今後の日程について 

 

日程第７  その他 

 

                                       

議長（田中 豊）は令和元年（平成31年）第８回国分寺市農業委員会総会の開会

を宣言した。 

○ 日程第１  開会と署名委員指名 



- 2 - 

議長は，議事録署名委員について，次の２名を指名した。 

11番 田倉委員    12番 本橋委員 

 

○ 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。 

    ８/８ 北多摩地区農業委員 農地利用最適化推進委員 研修会 

  ８/９ ＪＡ夏祭り 

 

○ 日程第４  議案審議 

議案第１号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書の交付について 

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番から２番を池谷委員，４番を関口委員，５番を神山委

員にそれぞれ現地調査報告を求めた。なお，３番については，申出者

より証明願の取下げ願が提出されたため，審議を行わない。また，国

分寺市農業委員会会議規則第10条の規定に基づき，議案第１号４番を

審議する際は，神山委員が退席する必要があるため，その際神山委員

は退席した。 

池谷委員   議案第１号１番について，８月７日に，田中会長，真藤委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，モミジ，ヤマボウシ等の

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。 

尾又委員   １番の該当農地の地図について，西側に細帯の通路のようなものが

あるが，この部分はなにか。 

事務局   農道であり，この部分も証明に含まれる。 

事務局    議案第１号２番の証明については，当該生産緑地に係る農業への従

事日数が最も多い者や農地所有者の死亡によるものではなく，農業に

つき国土交通省令で定める「主たる従事者の一定割合以上従事してい

る者」の死亡を事由として証明願が提出されたものである。 

この点につき，７割以上の従事要件を満たしているかが証明発行の

ポイントとなる。農業委員会の農地台帳記載事項調査にて把握してい

る従事状況及び関係法令は別紙を参照していただきたい。 

 また，特殊な案件であることから，会長・地区担当農業委員・事務

局にて協議の上，現地調査による農業委員会から申出者への従事状況

の聞き取りだけでは判断に乏しいため，別紙のとおり調書を提出いた

だき，総会審議にかける判断をしている。 

なお，３番については８月19日付けで，申出者より当該証明願の取

下げ願が提出されている。経緯としては，８月７日に地区担当農業委

員と事務局にて現地調査を行った際に，改めて「一定割合以上従事し

ている者」の要件についてお伝えし，調書を記載していただくことに

した。後日，要件を満たしていないことから，代理人より申請を取り

下げるとの旨の連絡があり，議案確定後であったため，議案に掲載し
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ているが，審議を行わないこととする。 

池谷委員   議案第１号２番について，８月７日に，田中会長，真藤委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地は，作付け準備中で，すべて適

切に肥培管理されていた。 

池谷委員   本人の名義，つまり農地所有者でなくとも，生産緑地を外すことが

できるという認識でいたが，一定割合以上従事とは，いつの時点で７

割以上従事していた必要があるのか。 

議 長   申請前の１年間で７割以上従事していたか否かを判断する。 

池谷委員   過去には７割以上従事していた方で，死亡前年に体調を崩していた

場合は発行不可となるのか。 

事務局   そのような事例は改めて総会の審議において判断する必要があるが， 

本件は農業委員会が把握している農地台帳記載事項調査において５年

間，買取り申出事由の生じた者が７割以上従事していない状況である。 

尾又委員   申出人の故障により解除することはできないのか 

事務局   可能であるが，当該申出人所有農地には納税猶予適用農地もあり，

納税猶予適用農地は終生営農が要件となっている。今回の申請地は納

税猶予適用農地ではないが，故障を事由として生産緑地を一部解除す

ると，同一人物の死亡を事由とした買取り申出はできなくなる。 

鈴木職務代理  この証明書を発行できなかった場合は，数年後の特定生産緑地制度

を選択せずに買取り申出をすることもできる。自身の都合もあるとは

思うが，この内容では証明書の発行は難しいのではないか。 

池谷委員   このような事例で生産緑地を外すことができないのであれば，生産

緑地を事前に外しておこうと考える方もいるのではないか。 

議 長   将来を見据えて，一部生産緑地を外しておくか，名義を分けておく

等の対応も必要ではないか。 

尾又委員   申出人にもう一度，関係法令等について説明し，特定生産緑地制度

を選択せずに買取り申出するという選択肢もあることを伝え，引き続

き審議を希望するか検討していただくべきではないか。 

議 長   本日は採決せずに，再考していただく旨をお伝えすることとする。 

関口委員   議案第１号４番について，８月９日に，本橋委員，私と事務局で現

地調査を行った。当該農地では，サトイモが栽培されており，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。 

神山委員   議案第１号５番について，８月９日に，関口委員，本橋委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，サトイモ，トウモロコシ，

ネギ等の野菜類が栽培されており，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，議案第１号１番，４番，５番は各委員

の確認することに異議がないので，全員一致で承認とする。２番につ

いては審議保留とする。 

 

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番から２番を議題とすることを告げ，事務局説

明後，１番を池谷委員，２番を関口委員に現地調査報告を求めた。ま
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た，国分寺市農業委員会会議規則第10条の規定に基づき，議案第１号

２番を審議する際は，神山委員が退席する必要があるため，その際神

山委員は退席した。 

池谷委員   議案第２号１番について，８月７日に，田中会長，真藤委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，ナス，ネギ等の野菜類，

ハナミズキ,ツバキ等の植木類が栽培されており，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。よって本案件の人物は相続

税納税猶予制度を適用するに適格だと考える。 

関口委員   議案第２号１番について，８月９日に，本橋委員，私と事務局で現

地調査を行った。西町４丁目の農地では，サトイモ，ポップコーン等

の野菜類が栽培されており，その他は作付け準備中だった。西町５丁

目の農地では，トマト，ナス，キュウリ等の野菜類が栽培されており，

すべて適切に肥培管理されていた。なお，西町５丁目の農地内には,農

業用倉庫が設置されていた。そのため,倉庫の撤去もしくは証明の面積

から倉庫部分の面積を除くよう指導した。その結果，本日までに農業

用倉庫は撤去されており，事務局が当該部分について確認を行った。

よって本案件の人物は相続税納税猶予制度を適用するに適格だと考え

る。 

本橋委員   添付資料の写真には，撤去した倉庫の中身が農地内に置かれている

が，そのままになっているのか。 

事務局   今回の申請にあたり，相続税納税猶予制度の適用を受けるために相

応しくない，農業用倉庫の撤去を取り急ぎ行っており，倉庫の中身の

農業用資材については，この後，当該農地以外の場所に移動すること

を確認している。 

   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２号１番から２番について全員一致で承認とする。 

 

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４番までを議題とすることを告げ，事務

局説明後，１番を佐藤委員，２番を真藤委員，３番を池谷委員，４番

を神山委員にそれぞれ現地調査報告を求めた。 

佐藤委員   議案第３号１番について，８月７日に，内藤委員，私と事務局で現

地調査を行った。当該農地では，トマト，ネギ，サトイモ等の野菜類

の他，カキ（柿）が栽培されており，すべて適切に肥培管理されてい

た。 

 真藤委員  議案第３号２番について，８月７日に，田中会長，池谷委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，ナス，トマト，サトイモ

等の野菜類が栽培されており，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。 

池谷委員  議案第３号３番について，８月７日に，田中会長，真藤委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，ネギ，サトイモ等の野菜

類，カキ（柿），クリ等の果樹類が栽培されており，その他は作付け準
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備中で，すべて適切に肥培管理されていた。 

 神山委員  議案第３号４番について，８月９日に，関口委員，本橋委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，カトレア，オンシジュウ

ム，サラセニア等の花卉類，ナス，トマト等の野菜類が栽培されてお

り，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４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 地区別懇談会について 

 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    地区別懇談会について，７月総会にて調整した候補日で会場と講師

の日程調整することができた。講演の講師については，東京都農業会

議の松澤業務部長にお越しいただく予定である。 

      改めて日程・会場について確認いただき，地区別懇談会の内容につ

いて案を提示するので協議いただきたい。 

議 長    講演内容案の「農業委員会委員の改選に伴う都内農業委員会の体

制」については，前回の改選から公募が可能となっており，一般の市

民の方が委員となっている他市の委員会運営状況等を説明していただ

きたいと考えている。 

  協議の結果，内容については以下のとおり決定する。 

      （農業委員会事務局） 

・農地利用状況調査の結果報告 

      （まちづくり計画課） 

 ・特定生産緑地制度及び今後の指定スケジュールについて説明 

 （東京都農業会議による講演） 

・特定生産緑地移行に係る都内自治体での取組 

・都市農地貸借円滑化法による貸借事例紹介や貸借する際の注意点 

・農業委員会委員の改選に伴う都内農業委員会の体制について        

       

○ 日程第６  報告事項 

報告第１号 農地法第３条の３第１項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１件報告した。 

 

報告第２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号について，事務局より資料を基に１件報告した。 

 

報告第３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号について，事務局より資料を基に５件報告した。 

 

報告第４号 農地利用状況調査について 

報告第４号について，事務局より資料を基に報告した。 
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報告第５号 今後の日程について 

報告第５号について，事務局より資料を基に報告した。 

 

○ 日程第７ その他 

 

                                       

上記の会議のてん末を記載し，その相違ないことを証するため，ここに署名する。 

 

令和元年８月20日 

国分寺市農業委員会 

       会 長  田中 豊 

 

 

署名委員 

 

 

        署名委員 

 


