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第 10 回 農 業 委 員 会 議 事 録 

 

 

開 会 日          平成28年12月22日（木） 

 

場 所          文化会館たづくり 1001学習室 

 

開会時間  午後３時 

 

出席委員 

    ２番委員  杉 﨑   修         ４番委員  島 田   実 

    ５番委員  吉 井 美華子         ６番委員  元 木 幹 夫 

    ７番委員  太 田 春 男         ９番委員  野 口 一 盛 

    10番委員  荻 本 末 子         11番委員  富 澤 省 二 

    12番委員  中 村 伊三男         13番委員  遠 藤 好 照 

    14番委員  鳩 山 隆 史         15番委員  青 木 隆 夫 

    16番委員  桑 田 富 雄         17番委員  杉 本   実 

    18番委員  杉 﨑 一三六         19番委員  榎 本 弘 行 

    20番委員  川 端 宏 志 

 

欠席委員 

    １番委員  浜 島   稔         ３番委員  谷 戸 一 雅 

    ８番委員  白 川 精 次 

 

事 務 局         

    局長  大平 守  次長  小倉 純 

    書記  中野詳一  書記  山口将一 
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○大平事務局長  では、定刻になりましたので、ただいまから第10回調布市農業委員会

総会を開催いたします。 

 ただいまのところ、17人の委員の方のご出席をいただいております。農業委員会議事規

則第６条の規定による定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

 １番議席の浜島委員、それから３番議席の谷戸委員、８番議席の白川委員につきまして

は、本日、都合により欠席する旨のご連絡をいただいております。 

 それでは、以降の進行を杉﨑会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（杉﨑（一）会長）  皆さん、こんにちは。冬至を過ぎましたら寒くなるのでは

なくて、逆にきょうはぽかぽか陽気ということで、私もきょう出がけに、「お父さん、コ

ートは」というから、「あっ、そうか。じゃ、もっていくか」と、そんな寒さをすっかり

忘れてしまっているような陽気になりました。 

 先月19日、20日に行われました恒例の農業まつり、委員の皆様にはご協力をいただきま

して、おかげさまで成功裏のうちに終わることができました。 

 また、先週、農産物の品評会の表彰式に当たりましては、委員の皆様にも参加をいただ

きました。まことにありがとうございました。 

 早いもので、ことしも余すところあと１週間余りということになりました。年末を控え、

この後何かと慌ただしい日が続くと思いますけれども、何とぞよろしくお願い申し上げた

いと思います。本日もよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。 

 それでは、最初に、議事日程第１、議事録署名委員の指名についてを議題とします。本

日の議事録署名委員には、２番議席の杉﨑修委員、また４番議席の島田実委員を指名いた

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第２、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程につきま

しては、本日１日としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

     （「異議なし」との声あり） 

 異議なしと認め、そのように決定いたします。 

 続きまして、日程第３、専決処分の報告についてを議題とします。報告第20号「農地法

第４条第１項第７号の規定による届出について」、報告第21号「農地法第５条第１項第６

号の規定による届出について」を事務局から説明いたします。事務局、お願いいたします。 

○中野書記  ご説明の前に、事務局から議案書の差しかえについてお願いいたします。
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さきにお送りいたしております報告第21号につきまして、番号１、２及び次のページの番

号３の譲渡人氏名の漢字表記に誤りがございました。本日、皆様の机の上に置かせていた

だきました報告第21号と差しかえをお願いいたします。ご迷惑をかけて申しわけございま

せんが、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 それでは、専決処分の報告についてご説明をいたします。 

 報告第20号をごらんください。農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出書につ

いてでございます。 

 農地法第４条の規定による転用届とは、土地の所有権の移転を行わずに、農地を農地以

外の地目に転用するものであります。 

 番号１をごらんください。土地の所在は深大寺北町６丁目●番●外１筆、面積は合計で

65平方メートルであります。申請人は●●●●氏で、自己転用で私道を建設するため、地

目の変更をするものでございます。事務局職員が現地確認を行い、現況が農地であること

を確認しております。なお、11月11日に届け出を受理し、申請書類に不備がなかったため、

11月14日に受理通知書を交付しております。 

 次のページをごらんください。それでは、報告第21号についてご説明をいたします。農

地法第５条第１項第６号の規定による届け出についてであります。 

 この届け出は、土地の所有権の移動を行い、農地を農地以外のものにするものでござい

ます。 

 番号１についてご説明をいたします。土地の所在は染地１丁目●番●、面積は597平方

メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人はアグレ都市デザイン株式会社であり、

転用目的は戸建て住宅建設であります。島田委員が現地確認を行い、現況が農地であるこ

とを確認しております。なお、11月１日に届け出を受理し、申請書類に不備がなかったた

め、11月７日に受理通知書を交付しております。 

 番号２についてご説明をいたします。土地の所在は布田３丁目●番●、面積は353平方

メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は武蔵開発株式会社であり、転用目的

は戸建て住宅の建設であります。島田委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確

認しております。なお、11月１日に届け出を受け、申請書類の確認を行い、11月７日に受

理通知書を交付しております。 

 次のページをごらんください。番号３についてご説明をいたします。土地の所在は布田

３丁目●番●、面積は467平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は誠賀
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建設株式会社であり、転用目的は戸建て住宅建設であります。島田委員が現地確認を行い、

現況が農地であることを確認しております。なお、11月１日に届け出を受理し、申請書類

に不備がなかったため、11月７日に受理通知書を交付しております。 

 番号１、２及び３の土地のつきましては、主たる従事者の死亡に伴い相続が発生し、本

年７月に生産緑地の買い取り申し出がなされ、買い取り照会、あっせんを経まして、行為

制限の解除となりました。その後、それぞれの業者が分譲住宅建設のため、所有権の移転

と地目の変更を行うための農地転用になります。 

 番号４についてご説明をいたします。土地の所在は西つつじケ丘１丁目●番●外１筆で、

面積は合計で409平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人はティーアラウ

ンド株式会社であり、転用目的は戸建て住宅建設であります。この土地につきましては、

生産緑地地区ではございませんが、現況が農地であることから所有権の移転と地目の変更

を行うための農地転用になります。遠藤委員が現地確認を行い、現況が農地であることを

確認しております。なお、11月４日に届け出を受理し、申請書類に不備がなかったため、

11月８日に受理通知書を交付しております。 

 番号５についてご説明をいたします。土地の所在は西つつじケ丘１丁目●番●、面積は

13平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は●●●●氏であり、転用目的

は敷地の拡大でございます。この土地につきましては、隣接する土地の居住者である龍原

氏が敷地の拡大のため、現況が農地であることから所有権の移転と地目の変更を行うため

の農地転用になります。遠藤委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認してお

ります。なお、11月４日に届け出を受理し、申請書類に不備がなかったため、11月８日に

受理通知書を交付しております。 

 次のページをお願いいたします。番号６についてご説明をいたします。土地の所在は国

領町４丁目●番●、面積は100平方メートルであります。譲渡人は大和ハウス工業株式会

社であり、譲受人は●●●●氏であり、転用目的は戸建て住宅建設であります。この土地

につきましては、過去に農地であった区域を大和ハウス工業株式会社が宅地開発のため所

有権の移転後、区画販売を行い、戸建て住宅購入者が確定したことにより、所有権の移転

と地目の変更を行うための農地転用になります。杉﨑修委員が現地確認を行い、現況が農

地であることを確認しております。なお、11月４日に届け出を受理し、申請書類に不備が

なかったため、11月９日に受理通知書を交付しております。 

 番号７についてご説明をいたします。土地の所在は西つつじケ丘１丁目●番●外１筆で、
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面積は合計で632平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は株式会社細田

工務店であり、転用目的は戸建て住宅建設であります。遠藤委員が現地確認を行い、現況

が農地であることを確認しております。なお、11月９日に届け出を受理し、申請書類に不

備がなかったため、11月14日に受理通知書を交付しております。 

 番号８についてご説明をいたします。土地の所在は深大寺元町４丁目●番●、面積は 

385平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人はティーアラウンド株式会社

であり、転用目的は戸建て住宅建設であります。青木委員が現地確認を行い、現況が農地

であることを確認しております。なお、11月25日に届け出を受け、申請書類に不備がなか

ったため、12月１日に受理通知書を交付しております。 

 番号７及び８の土地につきましては、生産緑地地区ではございませんが、現況が農地で

あることから、所有権の移転と地目の変更を行うための農地転用になります。 

 次のページをごらんください。番号９についてご説明をいたします。土地の所在は国領

町４丁目●番●、面積は115平方メートルであります。譲渡人は大和ハウス工業株式会社、

譲受人は●●●●氏と●●●●氏であり、転用目的は戸建て住宅建設であります。杉﨑修

委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、11月30日に届

け出を受理し、申請書類に不備がなかったため、12月６日に受理通知書を交付しておりま

す。 

 番号10についてご説明をいたします。土地の所在は国領町４丁目●番●、面積は115平

方メートルであります。譲渡人は大和ハウス工業株式会社、譲受人は●●●●氏であり、

転用目的は戸建て住宅建設であります。杉﨑修委員が現地確認を行い、現況が農地である

ことを確認しております。なお、12月１日に届け出を受理し、申請書類に不備がなかった

ため、12月６日に受理通知書を交付しております。 

 番号９及び10の土地につきましては、番号６と同様に、過去に農地であった区域を大和

ハウス工業株式会社が宅地開発のため所有権の移転後、区画販売を行い、戸建て住宅購入

者が確定したことにより、所有権の移転と地目の変更を行うための農地転用になります。 

 専決処分の報告については以上になります。 

○議長  ご苦労さまでした。ただいま事務局から説明がありました。このことにつきま

して何かご質問がありましたらお願いいたします。 

 それでは、ご質問、ご意見もないようですので、以上２件の報告を承認することにご異

議ありませんでしょうか。 



- 6 - 

 

     （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。 

 次に、日程第４、議案第12号「特定農地貸付けの承認について」を議題とします。事務

局が朗読いたします。 

○山口書記  議案第12号「特定農地貸付けの承認について」、上記の議案を提出する。

平成28年12月22日。提出者、調布市農業委員会会長、杉﨑一三六。 

○議長  ただいま議案第12号について朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお

願いいたします。どうぞ。 

○中野書記  議案第12号「特定農地貸付けの承認について」、ご説明をいたします。 

 提案理由といたしましては、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項の規定により提案をするものでございます。 

 最初に、この法律に基づく市民農園の開設についてご説明をさせていただきます。 

 農地の賃借権等の設定もしくは移転につきましては、農地法第３条の規定によって農業

委員会の許可が必要になってまいります。したがって、小規模の農地を貸す、借りるとい

うことについて、農地法第３条による許可の下限面積要件を満たすことができないという

ことから認められません。下限面積要件というのは50アール、5,000平米ということにな

ります。 

 しかし、近年、余暇の増大や価値観の多様化に伴って、農業者以外の人々の中に小規模

な農地で野菜づくりをしたいとか、自然と触れ合いたいとの要望が高まって、平成元年に

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律、いわゆる特定農地貸付け法が制定

され、農地法の貸付規定の例外として、小規模の面積の農地を短期間で定型的な条件のも

とに貸し付ける場合に、農地法第３条の許可を受けることなく農地の貸し付けができる旨

が定められております。この特定農地貸付法によって市民農園を開設しようとする場合は、

法律の規定により農業委員会の承認が必要となってまいります。このたび平成28年12月２

日付で、マインズ農業協同組合から特定農地貸付法の規定による市民農園の開設について

承認申請がございました。 

 議案資料の承認申請書の写しをごらんください。最初のところに、申請者はマインズ農

業協同組合であると書いてあります。 

 次のページに申請する農園について記載がございます。所在地は調布市富士見町１丁目

●番●の一部となっております。地積は328平方メートル。この土地の一筆面積は595平方
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メートルですが、そのうち328平方メートルということになっております。地目は登記地

目、現況とも畑。権利といたしましては使用賃貸借権、土地の所有者は●●●●氏とあり

ます。 

 農業委員会が承認をする前に、申請された農地が特定農地貸付法に定められた特定農地

貸し付けに該当することを確認いたしました。具体的には特定農地貸付法に定められた４

つの要件全てを満たす必要があります。この点について確認した結果を報告させていただ

きます。 

 法の要件は第１に、特定農地の貸し付けを受ける者１人に対する貸付面積は10アール、

約1,000平米未満であること及び相当数の借受者を対象に一定の条件で貸し付けを行う者

であることとなっております。この点につきましては、申請書添付の貸付規程に、１区画

の面積15平方メートルで、区画数は14区画になると記載しております。また、一定の条件

につきましては貸付規程に記されております。 

 第２に、借受者が営利目的で農作物の栽培を行わないということであります。これにつ

いても貸付規程において、農園を営利の目的に利用することを禁止しています。 

 第３に、５年以内の貸し付けであることであります。貸付規程において、貸付期間は22

ヵ月と定めております。 

 第４に、農業協同組合が行う農地の貸し付けにあっては、組合員が所有する農地に係る

ものであること。承認申請書の土地所有者につきましては、マインズ農業協同組合の組合

員であることを確認しております。 

 以上の点から、申請者の行う農地の貸し付けは、法の規定する要件を全て満たしている

ため、特定農地貸し付けに該当しているとの判断ができます。この承認申請に対して、申

請者の行う特定農地貸し付けが特定農地貸付法第３条第３項第１項から第４項に定められ

た要件に全て該当すると判断される場合には、農業委員会は承認をするものと定められて

おります。 

 本日配付させていただきました当日配布資料、議案第12号関係をごらんください。 

 特定農地貸付法第３条第３項第１号には、特定農地貸し付けの用に供する農地が周辺の

地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用を確保する見地からみて、適切な

位置にあり、かつ、妥当な規模を超えないものとあります。これは、周辺の農地の利用に

支障が生じないかということになりますが、この点につきまして、先日、12月15日木曜日

に、杉﨑会長、中村委員、荻本委員及び事務局で現地確認をさせていただきました。会長
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を初め両委員から、周囲に与える影響については特に問題ないとの報告を受けております。 

 次に、特定農地貸付法第３条第３項第２号には、借受者の募集及び選考の方法が公平か

つ適正なものであることとされております。承認申請書添付の貸出農園特定農地貸付規程

をごらんください。貸付規程の第５条、募集の方法に、募集をする場合は、あらかじめそ

の方法を農協広報誌に掲載するほか、ホームページ、掲示等で公募するとあり、募集期間

は貸し付けの60日前からと記載されています。また、第７条、選考の方法では、申込者の

中から決定するものとし、②番で申込者が募集数を上回る場合は、抽せんまたは申し込み

順により借受者を決定することになっております。このことから、ごく一般的な募集方法

と選定方法であることがわかります。 

 続きまして、特定農地貸付法第３条第３項第３号になります。貸付期間その他農地の適

切な利用を確保するための方法等が特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施を確保するため

に有効かつ適切なものであることとあります。これについて農林水産省では、貸付条件が

違法、不当でないこと、また、借受者の利用状況を見回り、必要な指導を行うための指導

員の配置等により、借受者による農地の適切な利用を確保することができると認められる

こととされております。貸付規程第８条では、組合は、管理運営を行うため貸付農地及び

施設の適切な維持、管理及び運営を行うとあります。この内容を申請者のマインズ農業協

同組合に確認したところ、農協職員の利用状況の見回りや掲示板を利用して栽培時期や肥

料、植えるものの指導を行い、借受者とのコミュニケーションを考えているとのことでし

た。貸付条件の違法、不当につきましては、貸付規程第４条で貸付期間が22ヵ月と定めら

れており、別表の２で賃料は月額2,580円と定められております。 

 以上が第３号であります。 

 最後に、特定農地貸付法第３条第３項第４号になります。その他政令で定める基準に適

合するものであることとあります。これは具体的には小作地でないことであります。この

点につきまして、申請者のマインズ農業協同組合に当該農地が小作地でないことを確認し

ております。 

 以上で特定農地貸付法第３条第３項第１号から第４号までに規定する要件について説明

を終わります。 

 申請のあった特定農地貸し付けについて農業委員会で承認された場合は、申請者に承認

通知書を交付することになります。 

 以上で議案第12号の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう
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お願いいたします。 

 以上です。 

○議長  ありがとうございました。ただいま事務局からるる説明がありました。このこ

とにつきまして何かご質問がありましたらお願いいたします。太田委員。 

○太田委員  こういう形式は調布市では今回初めてですか。それが１つと、いっぱい今

市民農園というのがあります。それから、体験農園というのがあります。その辺の違い。 

○議長  違いですね。それでは、ご説明願います。 

○中野書記  最初のご質問、今回が初めてかということなのですが、特定農地貸付法に

つきまして、農業協同組合さんがやるのは今回が初めてになりますが、昨年の６月に個人

で特定農地貸し付けを申請して承認された農園が深大寺北町のほうに１ヵ所あります。調

布市においてはこの２ヵ所になります。２つ目のご説明を。 

○議長  どうぞ。 

○山口書記  体験ファームと市民農園の違いになるのですが、体験ファームの場合にお

いては、農園主の方がいらっしゃいまして、その農園主の方が主たる従事者となります。

市民農園の場合ですと、そういった主たる従事者がいないケースになりまして、体験ファ

ームの場合ですと、特定農地貸付法ではなく、農園利用型という形で法律に基づくもので

はなく行われているものになります。 

 以上です。 

○太田委員  一般に市民農園といわれているところがありますよね。あれは農地ではな

いところを貸し出して調布市が広報で募集していますよね。 

○山口書記  はい。 

○太田委員  今回は募集方法は農協のほうで募集するということですか。それでも一応

市民農園という形というのですか。 

○中野書記  はい。 

○太田委員  そこがちょっとぴんとこないのです。 

○議長  では、局長。 

○大平事務局長  市民農園というのは一般的に市民が農地でレクリエーションのために

耕作をするという形でありまして、体験ファームも、市が行っている市民農園事業も、ま

たここで特定農地貸付法に基づく市民農園についても、大きい意味で市民農園といわれて

おります。先ほど申し上げましたけれども、市でやっている市民農園につきましては、主
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たる農業従事者がいないという形なので、こちらにつきましては、納税猶予を受けている

ようなところとか、あと生産緑地の中ではなかなかできない。そのようになります。です

ので、生産緑地以外の農地で開設しているというところであります。 

 体験ファームにつきましては、そこの農地の農園主の方が主たる農業従事者として行っ

て、それを一般の利用する方が手伝いながら、農作業をしていくという形になっておりま

すので、そこにつきましては生産緑地でも、また猶予制度、相続税納税猶予の農地であっ

ても開設が可能となっています。 

 この特定農地貸付法に基づく農地につきましては、主たる農業従事者がいないというよ

うな形にもなってしまいますので、こちらについては相続税納税猶予地とかにはなかなか

開設できないというような形になっております。そういうことで、いろいろな形の市民農

園があるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長  ちょっと補足説明しますと、議長がいっていいのかわかりません。一応説明い

たします。一般に生産緑地、災害時にこの畑を避難場所としますよという看板があります

ね。ああいうところは生産緑地なのです。市民農園にできないのです。市民農園にできる

のはあくまでも宅地化農地です。だから、実際には固定資産税が高いところです。そうい

うところは市民農園として貸し出しができる。そのかわり誰がつくっても、それなりの金

を払えばできるというものです。 

 もう１つ、体験型と今質問がありました。体験型農園というのは全く違うものです。そ

れはあくまでも園主、土地の所有者が主たる従事者なのです。あくまでも農業をやってい

て指導する立場なのです。ですから、公募して来た人がこれつくりたい、あれつくりたい

といってもなかなかできないのです。結局主たる従事者の園主が決めて、半ば強制的に、

そのかわりしっかりしたものをつくるというような、この辺では元気村ってご存じですか。

国領にあります。●●●●さんという前の組合長がやっております。あと、深大寺では有

名な●●●●さんのところでやっております。あれが本当の体験型の農園です。 

 もう１つ、今ここでいったのはケースとしてはあるのですけれども、結局農協が主体で

地主さんへ賃料を払って、それから公募といっても一般的ではないかもしれません。農協

の準組合員だとか、そういう方に貸し付けるという形が、きょう入っている小澤嘉一組合

長が申請したのを皆さんに承認を求めているということでございます。 

 あと、個人でこういうのをやっているところあるのでしょう。個人でやっていて、中に
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は全く違う第三者が介在するところもないことはないのです。でも、それは実際には去年

もその前の年も調布市は許可をおろしております。 

 ほかに何かございませんでしょうか。許可するのにこういう注文をつけるなどというこ

とは委員会として何かありますでしょうか。どうでしょう、杉本委員さんあたり。条件つ

きとかそういうのは要らないですか。 

○杉本委員  条件はつけられないと思います。ただ、ちょっと聞きたいのは、これは農

協との賃貸借が決まって、賃貸借が終わった場合、また特定農地貸し付けではなくなって

生産緑地に戻せる。 

○中野書記  今回のところは生産緑地ではないです。 

○杉本委員  要は主たる従事者が移ってしまうわけですよね。 

○小倉事務局次長  そこがそもそもの問題で、主たる従事者の問題がありますので、主

たる農業従事者がいなくなるといったところでの特定農地の貸し付けの形態になった際に、

農協では主たる農業従事者になれないといった問題が発生します。 

○杉本委員  個々に分かれてしまう。 

○小倉事務局次長  そうです。 

○議長  ほかに何か。 

 それでは、ご質問、ご意見もこのほかないようでございますので、報告のとおり承認す

ることにご異議ありませんでしょうか。 

     （「異議なし」との声あり） 

 異議なしと認めました。以上報告のとおり承認することといたします。 

 では、次に移りたいと思います。それでは、日程第５、報告事項を議題とします。 

 平成28年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、２、租税特別措置法

第70条の６第１項の規定による証明（相続税の納税猶予に関する適格者証明）について、

３、租税特別措置法第70条の６第１項の規定による証明（引き続き農業経営を行っている

旨の証明）について、４、生産緑地法第10条の規定による証明についてを事務局から説明

願います。中野さん、お願いします。 

○中野書記  報告事項第１をごらんください。平成28年度農業委員会審議状況及び目的

別農地転用状況であります。 

 上の表２段目、区分、今回総会での審議状況をごらんください。農地として権利の移転

等があったものとして、農地法第３条及び農地法第18条につきましては、今回の申請はあ
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りませんでした。 

 表の右側、宅地として農地転用したものでは、農地法第４条で１件、面積が65平方メー

トル、所有権の移転を伴う農地法第５条が件数10件、面積3,186平方メートルとなってお

ります。 

 届け出の取り下げ申請につきましてはありませんでした。 

 続きまして、下の表についてご説明をいたします。上の表の右側、宅地として農地転用

をしたものの内容でございます。今回の総会審議状況で、前回から変更となった部分でご

ざいます。 

 農地法第４条では、区分欄の上から５段目、道路に転用したものが２件、面積110平方

メートル。 

 農地法第５条では、区分欄上から２段目、建て売り住宅・分譲に転用したものが32件、

面積１万2,622.84平方メートル。 

 下から３段目、その他に転用したものが２件、面積1,285平方メートル。 

 内訳の合計は表の右側の合計欄、件数52件、面積２万816.84平方メートルであります。 

 次のページをお願いいたします。報告事項２をごらんください。租税特別措置法第70条

の６第１項の規定による証明（相続税の納税猶予に関する適格者証明）についてでありま

す。 

 この証明は、農地を相続により取得した者が相続税の納税猶予の適用を受けるため、税

務署に提出するものであります。 

 番号１についてご説明をいたします。土地の所在は深大寺元町３丁目●番●外11筆、面

積は4,052.67平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。備考

欄に一部共有持ち分ありとありますが、全12筆のうち11筆で共有であり、●●●●氏の持

ち分は３分の２であります。残り１筆は●●●●氏の単独所有でございます。青木委員が

現地確認をしております。番号１については、全ての書類に不備はなく、証明書を発行し

ております。 

 番号２についてご説明をいたします。土地の所在は柴崎１丁目●番●、面積は1,153平

方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。白川委員が現地確認

をしております。番号２につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行し

ております。 

 次のページをお願いいたします。報告事項３をごらんください。租税特別措置法第70条
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の６第１項の規定による証明（引き続き農業経営を行っている旨の証明）についてであり

ます。 

 この証明は、相続税の納税猶予を受けている者が３年ごとに相続税の納税猶予を継続し

て受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明するものであります。 

 番号１についてご説明いたします。土地の所在は緑ケ丘２丁目●番●外７筆、面積は 

5,205平方メートルであります。相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。浜島委

員が現地確認を行っております。 

 番号２についてご説明をいたします。土地の所在は飛田給３丁目●番●外４筆､面積は

 1,367平方メートルでございます。相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。野

口委員が現地確認をしております。 

 番号３についてご説明いたします。土地の所在は飛田給３丁目●番●外10筆､面積は 

 3,056平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。野口委員が現地

確認をしております。 

 なお、番号２及び３につきましては、相続税の納税猶予を受ける者が同一人であります

が、相続開始年月日が異なりますので、それぞれ申請が分かれるものでございます。 

 番号４についてご説明いたします。土地の所在は野水１丁目●番●外１筆、面積は  

3,123平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。野口委員が

現地確認をしております。 

 番号５についてご説明いたします。土地の所在は佐須町４丁目●番●、面積は178.30平

方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。桑田委員が現地確認をして

おります。 

 番号６についてご説明いたします。土地の所在は国領町６丁目●番●外10筆、面積は 

5,739平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。島田委員が現地確

認をしております。 

 番号７についてご説明いたします。土地の所在は深大寺東町６丁目●番●外２筆、面積

は1,418平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。杉本委員が現地

確認をしております。 

 番号８についてご説明いたします。土地の所在は下石原２丁目●番●外２筆、面積は 

3,718平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。太田委員が現地確

認をしております。 
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 番号９についてご説明いたします。土地の所在は深大寺元町４丁目●番●外２筆、面積

は1,200平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。青木委員が現地

確認をしております。 

 番号10についてご説明いたします。土地の所在は深大寺東町１丁目●番●外３筆、面積

は1,515平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。杉本委員が現地

確認をしております。 

 番号11についてご説明をいたします。土地の所在は佐須町４丁目●番●外７筆、面積は

2,320平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。桑田委員が現地確

認をしております。 

 番号12についてご説明いたします。土地の所在は入間町２丁目●番●外１筆、面積は 

520平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。元木委員が現地確認

をしております。 

 番号13についてご説明をいたします。土地の所在は西つつじケ丘４丁目●番●外５筆、

面積は2,627平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。遠藤委員が

現地確認をしております。 

 番号14についてご説明いたします。土地の所在は西つつじケ丘４丁目●番●外３筆、面

積は1,118平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。遠藤委員が現

地確認をしております。 

 なお、番号１から番号14までにつきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を

発行しております。 

 次のページをお願いいたします。報告事項４をごらんください。生産緑地法第10条で規

定する農業の主たる従事者の証明についてであります。 

 この届け出は、生産緑地に係る農地の主たる従事者である旨を証明するものでございま

す。 

 番号１についてご説明をいたします。土地の所在は深大寺南町２丁目●番●外12筆、面

積は4,065.82平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。富澤副会長が現地を

しております。 

 番号２についてご説明いたします。土地の所在は深大寺北町６丁目●番●外１筆、面積

は673平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。青木委員が現地をしており

ます。 
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 なお、番号１及び２のいずれの申請書類に不備はなく、証明書の交付を行っております。 

 以上で報告事項の説明を終わります。 

○議長  ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありましたことについて

何かご質問がありましたらお願いいたします。杉本委員。 

○杉本委員  主たる従事者証明は、前は選挙人名簿があって、そこに主たる従事者と書

いてありましたけれども、今回相続が発生した場合、では、僕が主たる従事者ですといえ

ばそのままなるわけですか。 

○議長  どうぞ。 

○中野書記  選挙人名簿がもう既にないので、申請上はそういう形になってしまいます。

それと、農業委員の方に現地を確認していただいたときに、その方が確かにやっているか

どうかということも確認していただきますし、法的規定はないのですけれども、毎年アン

ケート調査をさせていただいて、農業に対する従事者のお名前も、全員ではないですけれ

ども、返事は返ってきておりますので、それで確認をすべきところはさせていただいてお

ります。 

 以上です。 

○杉本委員  では、法的拘束みたいなものはないということですよね。 

○中野書記  はい。 

○議長  ほかに何かございましたらお願いいたします。 

 ほかにご質問もないようですので、以上４件の報告を了承することにご異議ございませ

んでしょうか。 

     （「異議なし」との声あり） 

 次に、諸報告及び連絡事項について、事務局、これは局長ですか。では、よろしくお願

いします。 

○大平事務局長  それでは、諸報告及び連絡事項についてご説明をいたします。次第と

資料をごらんいただきたいと思います。 

 最初に、諸報告１、調布市農業委員会・調布市農業経営者クラブ合同視察研修について

であります。資料の１ページであります。11月28日に農業委員会と農業経営者クラブが合

同視察研修を行い、日野市のコバサン農園等を視察いたしました。この農園では、土を使

わず液体肥料と水で栽培する樽栽培にも力を入れており、実際にハウスの中を見学しなが

ら栽培方法などの説明を受けました。 
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 次に、諸報告２、平成28年度農業委員会活動推進フォーラムについてであります。資料

は２ページからでございます。11月29日に府中市生涯学習センターにおいて、平成28年度

の農業委員会活動推進フォーラムが開催されました。役員と事務局が参加いたしました。

挨拶の後、「東京都における農業の現状と将来」と題して、東京都農業会議の青山会長か

ら報告がありました。農地を減らし宅地をふやす時代は終わり、世界でもまれな都市住民

に身近なところでの都市農地を積極的に育てる政策が求められるとの内容でありました。

また、農林水産省都市農業室から、「都市農業振興基本計画と税制改正等の情勢につい

て」の説明がありました。ほかに、ことしの８月の東京都農林・漁業振興対策審議会から

の答申についての講演と、東京都主税局資産税部資産評価専門課長による「固定資産税に

おける農地の評価・課税の概要」についての説明がございました。 

 ９ページが東京都農林・漁業振興対策審議会からの答申の概要でございます。また、10

ページからは「固定資産税における農地の評価・課税の概要」の説明資料でございます。

それから、20ページからになりますが、不耕作地への適正な評価、課税についての説明も

あったところであります。 

 次に、諸報告３、平成28年度全国農業委員会会長代表者集会についてでございます。資

料の25ページからでございます。全国農業会議所主催の平成28年度全国農業委員会会長代

表者集会が12月１日午後１時から、港区芝公園にありますメルパルクホールで開催されま

した。杉﨑会長が出席されました。代表者集会では主催者挨拶、来賓挨拶等の後、第１部

ではパネルディスカッションと申し合わせ決議がありました。パネルディスカッションで

は、「農地利用の最適化を加速させよう」と題しまして、全国の農業委員会の代表が具体

的な取り組みを通してパネルディスカッションを行いました。申し合わせ決議では、農地

利用の最適化の推進と情報提供活動の一層の強化に関する申し合わせ決議が採択をされま

した。第２部では、農地利用の最適化に向けた施策推進に関する要請決議が採択をされま

した。 

 26ページから30ページにかけましては申し合わせ事項でございます。また、31ページか

らは要請決議になります。集会終了後には、地元選出国会議員等への要請活動を行いまし

た。杉﨑会長が出席されました。 

 次に、諸報告４、第10回都市農地保全自治体フォーラムについてでございます。資料に

つきましては41ページからであります。ことしは12月10日に日野市のひの煉瓦ホールで開

催されました。午後１時半から行われましたフォーラムには、国会議員等を初めとして多



- 17 - 

 

くの方が来場いたしました。主催者の区長、市長及び共催者である東京都の産業労働局長

の挨拶の後に、農林水産省、国土交通省、東京都農業協同組合中央会の来賓からの祝辞が

ございました。フォーラムでは、43、44ページにありますように、都市農業振興基本計画

を受けて、具体的で中身のある都市農業振興施策を実施し、あわせて都市計画法の見直し、

相続税納税猶予制度の拡充など、都市農地保全の整備が図られるように国に働きかけるな

どの行動をしていくとの都市農地保全自治体フォーラム宣言を採択し終了いたしました。

第２部では、「都内の学校給食における地場産野菜の活用について」と題して、地元農家

の方による講演会がございました。 

 46ページからは、このフォーラムを主催いたしました、調布市も会員となっております

都市農地保全推進自治体協議会の説明と活動内容でございます。 

 次に、諸報告の５、第56回企業的農業経営顕彰における受賞者の決定についてでありま

す。資料は49ページからとなります。この顕彰事業につきましては、以前にこの委員会か

ら候補者を推薦したところでありますが、資料の50ページの中段のちょっと下のあたり、

あと51ページにありますとおり、野菜部門及び果樹部門で●●●●さんと●●●●さんが

それぞれ東京都農業会議会長賞の受賞が決定いたしました。なお、●●●●さんにつきま

しては、53ページにもありますように東京都知事賞もあわせて受賞されるということでご

ざいます。 

 次に、諸報告６、第36回農業後継者顕彰事業における受賞者の決定についてであります。

資料については54ページからとなります。この顕彰につきましても、以前にこちらから候

補者を推薦したところでございますが、資料の55ページの下のほうにありますとおり、●

●●●さんと●●●●さんの東京都農業会議会長賞の受賞が決定いたしました。また、56

ページにありますとおり、●●●●さんは全国農業会議所会長賞、●●●●さんは東京都

知事賞をあわせて受賞される運びとなります。それで、●●●●さんと●●●●さんは、

企業的農業経営顕彰受賞者の●●●●さんと●●●●さんとともに、来年の３月に昭島市

で開催されます第58回東京都農業委員・農業者大会において表彰されることとなります。 

 次に、連絡事項であります。 

 最初に、１、次回の総会日程についてでございます。次回の総会は１月19日木曜日午後

３時から、調布市文化会館たづくりの1002学習室、この隣の学習室で行います。役員会に

つきましては同じ日の午後２時半から同じ場所で行いますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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 次に、連絡事項２の委員研修会の開催についてであります。次回１月の総会終了後、東

京都農業会議の北沢事務局長を講師にお招きいたしまして、「農業委員会を巡る情勢につ

いて」と題して研修会を行います。おおよそ１時間を予定しております。研修会終了後、

５時半から、市長、議長を迎えての新年会を男爵亭で行います。 

 次に、連絡事項３、国への要望並びに都への意見に関する内容の検討についてでござい

ます。資料は57ページからとなります。59ページの今後のスケジュールにありますとおり、

来年の３月17日に予定されております農業会議通常総会で東京都への意見、同じく来年の

３月２日に開催される農業委員・農業者大会で国への要望を決定いたします。来年１月に

予定されています地区別の農業委員会検討会で北多摩南部地区６市の各会長、副会長等が

集まり、これらの意見、国への要望の内容について検討が行われます。それまでに各市の

農業委員会でこれらの内容を協議するよう東京都農業会議から依頼がありましたので、ご

意見、ご要望がありましたら、来年１月の総会までに事務局へお申し出いただきたいと思

います。参考までに前回の東京都への意見、昨年度までは建議という形でございましたが、

あと、国への要望を60ページからつけてございますので、参考にしていただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、連絡事項４、平成29年度農業委員会総会予定についてであります。資料の74ペー

ジでございます。来年度４月から１年間の農業委員会総会の予定でありますので、ご承知

おき願いたいと思います。たづくりの1001もしくは1002を中心に行いますので、よろしく

お願いいたします。 

 最後に、連絡事項５、その他でございます。資料の75ページをごらんになっていただき

たいと思います。 

 東京都農林水産部主催の平成28年度東京都農業・男女共同参画フォーラム「女性の視点

で経営改革～わが家のターニングポイント～」のご案内でございます。来年の２月９日１

時半から、立川市女性総合センターアイムで、76ページにありますように、「女性の活躍

でイノベーションを～女性が輝き、経営・地域も輝くには～」と題して、日本女子大客員

教授の安倍澄子氏の講演と農業者の事例発表があります。どなたでも参加できますので、

参加を希望される方につきましては各普及センターへお申し込みいただきたいと思います。 

 また、議案書に同封いたしました農業経営セミナー「特産農産物ブランド化のための戦

略」のご案内のほか、本日は机の上に平成28年度調布市農業委員会の活動（支部等での集

会時用）となっておりますけれども、あと、都市農地保全推進自治体協議会タイムズ、農
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政対策ニュースを配付してございます。 

 農業委員会の活動につきましては、各支部で新年会等で農業委員会についてのお話をす

る機会がございましたら、そちらのときにそれを使っていただければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 また、都市農地保全推進自治体協議会タイムズは、先ほどもご報告したとおり、調布市

を初め都内38の区市町の会員と東京都が特別会員になっている協議会が発行したものでご

ざいます。ことし10月に農林水産大臣政務官、それから12月に国土交通大臣に都市農地保

全のための要望書を提出した記事が掲載されていますので、ご一読を願いたいと思います。 

 また、本日は、先日行われました農業まつり展示品評会表彰式でお配りいたしました農

産物展示品評会報告書も残っておりますので、必要な方につきましては、お帰りの際に事

務局へお申し出いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 

○議長  ただいま局長からるる説明がございました。このことについて何かご質問があ

りましたらお願いします。はい。 

○太田委員  14回以降の農業委員会の日程は出ていますけれども、２月、３月の日程は。

○議長  28年度の。前に出しているのです。どっかにあると思います。３月は23日だっ

たっけ。 

○小倉事務局次長  ２月は２月14日火曜日です。３月は３月23日木曜日になります。 

○議長  よろしいですか。ほかにございますか。お願いします。 

○大平事務局長  資料の59ページをごらんいただきたいと思います。先ほどもちょっと

申し上げましたけれども、こちらの表の国への要望の一番下のところに、平成29年３月２

日、農業委員・農業者大会においてとございます。来年も昭島市の昭島KOTORIホールとい

うところで農業委員・農業者大会が開催されます。ぜひ農業委員の皆様にもこちらに参加

していただきたいと思います。この席におきまして、先ほど受賞の決定がございましたが、

その受賞者についての表彰がございます。あと、まだ決定は来ていないのですけれども、

農業功労者、北多摩の優秀農業経営者の方についての表彰がございますので、ぜひ皆さん

参加をしていただきたいと思います。例年大型バスでここから向かいますので、そのとき

はよろしくお願いします。それから、それが終わって調布に戻ってから、５時半もしくは

６時だったと思うのですけれども、受賞者を囲みまして、調布駅の駅前にありますパルコ

の上のクレストンホテルで祝賀会を行いますので、そのときもぜひ委員の皆様にご出席い



- 20 - 

 

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○杉本委員  会長、この支部活動報告は説明しておいたほうがいい。 

○議長  では、私から説明してしまいます。これは全員ではございませんけれども、各

支部から推薦で出ていらっしゃる農業委員さんが、恐らく支部でもう新年会のご案内が来

ていると思うのです。そのときに、こういう便利なものができました。平成28年度調布市

農業委員会の活動。これは報告になりますけれども、裏の最後に、農業功労者表彰と北多

摩地区農業委員会連合会の表彰はまだ文書で表彰しますと来ていませんので、これは除い

て、それまでは報告ということで、一応皆さんにお願いしますので、支部へ帰って、この

ような農業委員会の活動をしておりますということをお願いかたがたご報告をしておいて

ください。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。よろしいですか。ほかにないですね。 

 それでは、本日の日程はこれで全て終了いたしました。これで第10回農業委員会総会を

閉会といたします。本日はどうも皆さんご苦労さまでした。お疲れさまでした。 

 

                             閉会 午後４時11分 


