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第１０回東村山市農業委員会総会議事録 

 

 令和２年１０月２６日（月）午後１時３０分、第１０回東村山市農業委員

会総会が北庁舎２階第４会議室において招集された。 

 

１．出席委員 

   １番委員 櫻井 秀雄     ２番委員 浅見 誠 

   ３番委員 小山 哉      ４番委員 鈴木 泰男      

５番委員 増田 勝義     ６番委員 野﨑 稔       

７番委員 間野 洋一     ８番委員 水木 一江      

９番委員 金子 邦雄     １０番委員 吉川 正和     

１１番委員 小山 俊雄    １２番委員 小俣 寛一 

   １３番委員 小山 定昭    １４番委員 鈴木 八百造 

 

   

２．事務局 

    事務局長 篠宮 雅登     課長補佐 高橋 正実 

    主任  小澤 俊介      書記  田中 あけみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和２年 第１０回農業委員会総会 

 

議 長   みなさん、こんにちは。 

朝晩かなり冷え込んできました、日中との温度差で体調を崩さ

ないように気を付けてください。 

それでは只今より、第１０回農業委員会総会を開催します。 

      本日の署名委員は、８番水木委員と９番金子委員です。 

      それでは審議に入りたいと思います。 

      議案第１０－１号相続税納税猶予に関する適格者証明書の交付

について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   では、議案第１０－１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、１件説明いたします。 

      まず、届出人兼相続人は東村山市■■■■■■■■■■、■■

■■、生年月日は昭和■■年■月■■日。被相続人は東村山市■

■■■■■■■■■、■■■■。相続開始年月日は令和２年２月

１５日。被相続人の耕地農地は３，０３３㎡、電柱１本０．５㎡

除く。特例を受ける農地は東村山市■■■■■■■■■で２，０

４７．７３㎡でございます。令和２年１０月１５日に野﨑委員、

小山（俊）委員に現地調査していただきました。 

 

議 長   ありがとうございます。それでは、調査担当委員より状況報告

をお願いします。       

 

小山（俊）委員  農地はきれいで、特に問題はありません。 

 

議 長   ありがとうございます。この件について、ご質問・ご意見等は

ありますでしょうか。 

 

―  委員一同納税猶予地として問題ないとの見解  ― 



議 長   異議なしとの事ですので、今回の申請につきまして納税猶予適用

農地として適当であると判断します。それでは、申請者にご入室い

ただきます。 

      ■■■■氏代理、■■■氏は入室してください。 

 

― ■■■氏 入室 ― 

 

議 長   申請頂きました納税猶予の適格者証明に関して、異議無く承認さ

れましたので、証明書を交付いたします。また、納税猶予制度に関

してのご説明をここでさせて頂きます。 

      相続税納税猶予制度は、東京農業にとりまして極めて重要な制度 

であり、この制度の存続なしに農業経営の継続は不可能といえます。 

今までにも東村山市におきまして、多くの相続人の方がこの制度を 

利用し農業を継続しております。 

      つきましては、制度の趣旨をご理解いただき、特例農地を日頃か  

     らきれいに耕作されますようお願いいたします。 

      また、次のことについては忘れないよう実行をしてください。 

     ①申告後から３年目ごとに「継続届出書」の提出が必要です。 

     ②特例農地は、自らが継続して農業のため利用することが必要です。 

     ③特例農地を売ったり貸したりした場合には、税務署及び農業委員 

会への届出が必要です。  

何かご不明な点がございましたら、地区の農業委員及び事務局ま

でご連絡下さい。 

 

■■氏   はい、わかりました。 

 

― 適格者証明交付、■■■氏退室 ― 

 

議 長   議案第１０－２号生産緑地買い取り申出に伴う農業の主たる従事

者証明について事務局より説明をお願いします。 



 

事務局   議案第１０－２号生産緑地買取り申し出に伴う農業の主たる従事

者証明について１件ご説明いたします。 

   まず、申請者は東村山市■■■■■■■■■■、■■■。買い取

り申出理由は、従事者■■■■氏の死亡によるものです。従事日

数・耕作状況は調書に記載してあるとおりです。なお、この買取り

申出予定地については１０月１５日に小山（俊）委員に現地確認を

していただきました。 

 

議 長   ありがとうございます。それでは、調査担当委員より状況報告を

お願いします。 

 

小山（俊）委員 納税猶予地の残り３分の１の農地になります。境界石もきち

んと入っていて、問題はありません。 

 

事務局   この地番は一筆の農地ですが、今後分筆することになっています。

㎡数値については、実測値を用いています。 

       

議 長   ありがとうございます。 

なにかご意見等ありましたらお願いします。 

 

～異議なしの声あり～ 

 

無いようですので、生産緑地買取り申し出に伴う農業の主たる従

事者であることを決定いたします。 

            

      以上です。 

 

議 長   議案第１０－３号現況が農地である旨の認定について１件の説明

を事務局よりお願いします。 



 

事務局   議案第１２－３号現況が農地である旨の認定について１件ご説明

いたします。 

まず、届出人は東村山市■■■■■■■■■、■■■■。現況が

農地である旨の認定を受ける農地は、■■■■■■■■■■■、同

じく、■■■■■■■、同じく、■■■■■■■、同じく、■■■

■■■■、同じく、■■■■■■■、同じく、■■■■■■■■、

登記簿地目は畑、課税地目は畑で、２，１１６㎡です。第一種低層

住居専用地域で、容積率８０％建ぺい率４０％です。なお、以前か

ら農地として使用しており、今後生産緑地に追加指定する意向。１

０月２１日に金子委員、浅見委員に現地確認をしていただきました。 

 

議 長   ありがとうございます。それでは、調査担当委員より状況報告

をお願いします。       

 

金子委員  柿、梅、栗の木がほとんどですが、柿などの庭先販売も行って

いるので特に問題はありません。 

 

議 長   何かご意見・ご質問等ありましたらお願いします。 

 

～質問等無しの声あり～ 

 

   異議等ございませんでしたので、現況が農地であると認定いた

します。 

 

議 長   続きまして、報告第１０－１号農地法第４条の転用届出に係る受 

 理について事務局より報告をお願いします。 

 

事務局   では４条転用について、２件報告いたします。 

      まず１件目、届出人が東村山市■■■■■■■■■、■■■■。



場所が■■■■■■■■■、畑で３２２㎡、同じく、■■■■■■、

畑で３５㎡、合計３５７㎡です。転用目的は賃貸住宅の建築です。

第一種低層住居専用地域で、容積率８０％建ぺい率４０％です。令

和２年１０月１３日に小山（定）委員に確認していただきました。 

      続きまして２件目、届出人が東村山市■■■■■■■■、■■■

■。場所が■■■■■■■■■、畑で８８㎡です。転用目的は道路

です。第一種中高層住居専用地域で、容積率２００％建ぺい率６

０％です。令和２年１０月１３日に小山（定）委員に確認していた

だきました。 

 以上です。 

 

議 長   ありがとうございます。それでは、調査担当委員より状況報告を

お願いします。 

 

小山（定）委員 ２件とも、特に問題はありません。 

 

議 長   何かご意見・ご質問等ありましたらお願いします。 

 

～質問等無しの声あり～ 

 

議 長   ありませんね。 

 

議長    続いて、報告第１０－２号農地法第５条の転用届出に係る受理

について事務局より報告をお願いいたします。 

 

事務局   では５条転用について、６件報告いたします。 

まず１件目、譲渡人が小平市■■■■■■■■■■■、■■■■

■■■■、■■■■■、■■■■。譲受人が小平市■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■、■■■、持分４分の３。同じく、

■■■■■、持分４分の１。場所が■■■■■■■■■■、畑で１



１２㎡です。転用目的は住宅用地です。第一種低層住居専用地域で、

容積率８０％建ぺい率４０％です。令和２年１０月１日に小山

（俊）委員に確認していただきました。 

続きまして２件目、譲渡人が小平市■■■■■■■■■■■、■

■■■■■■■、■■■■■、■■■■。譲受人が小金井市■■■

■■■■■■■■、■■■■。場所が■■■■■■■■■、畑で１

０６㎡です。転用目的は住宅用地です。第一種低層住居専用地域で、

容積率８０％建ぺい率４０％です。令和２年１０月１日に小山

（俊）委員に確認していただきました。 

続きまして３件目、譲渡人が立川市■■■■■■■■、■■■■

■、持分３分の１、同じく、世田谷区■■■■■■■■■、■■■

■、持分３分の１、同じく、武蔵野市■■■■■■■■■■■■、

■■■■、持分３分の１。譲受人が立川市■■■■■■■■、■■

■■■■■■■■、■■■■■、■■■■。場所が■■■■■■■

■■■、畑で２，１２５㎡です。転用目的は住宅用地です。第一種

低層住居専用地域で、容積率８０％建ぺい率４０％です。令和２年

１０月５日に鈴木（泰）委員に確認していただきました。 

続きまして４件目、譲渡人が小平市■■■■■■■■■■■、■

■■■■■■■、■■■■■、■■■■。譲受人が新宿区■■■■

■■■■■■■■、■■■■、持分２分の１、同じく、飯能市■■

■■■■■、■■■■、持分２分の１。場所が■■■■■■■■■

■、畑で１０１㎡です。転用目的は住宅用地です。第一種低層住居

専用地域で、容積率８０％建ぺい率４０％です。令和２年１０月５

日に小山（俊）委員に確認していただきました。 

続きまして５件目、譲渡人が東村山市■■■■■■■■、■■■

■■■■■■■、■■■■■、■■■■。譲受人が大田区■■■■

■■■■■■■■■ ■■■■■■■■、■■■■■、持分２分の

１、同じく、■■■■■、持分２分の１。場所が■■■■■■■■

■■■、畑で１２２㎡です。転用目的は住宅用地です。第一種低層

住居専用地域で、容積率８０％建ぺい率４０％です。令和２年１０



月６日に鈴木（泰）委員に確認していただきました。 

続きまして６件目、譲渡人が東村山市■■■■■■■■■、■■

■■■。譲受人が東村山市■■■■■■■■■■、■■■■■■■

■■■■、■■■、■■■。場所が■■■■■■■■■■、畑で１

２６㎡、同じく、■■■■■■■、畑で２３㎡、合計１４９㎡です。

転用目的は事務所建設です。準工業地域で、容積率２００％建ぺい

率６０％です。令和２年１０月２１日に金子委員に確認していただ

きました。 

以上です。 

 

議 長   ありがとうございます。それでは、調査担当委員より状況報告を

お願いします。 

 

小山（俊）委員 ３件とも地目変更のための転用ですので、問題はありません。 

 

鈴木（泰）委員 ３件目は、耕作は特にしていない農地で問題はありません。 

     ５件目は、すでに宅地になっており、特に問題はありません。 

 

金子委員  相続の発生により、今回の転用届けが出されたもので特に問題は

ありません。 

 

議 長   何かご意見・ご質問等ありましたらお願いします。 

 

～質問等無しの声あり～ 

 

議 長   ありませんね。 

 

議 長   続きまして農業委員会諸報告を事務局よりお願いします。 

 

事務局   それでは農業委員会諸報告及び連絡事項に入らせて頂きます。 



      ９月総会以降の会議等の報告、及び１０月総会以降の会議等の予

定につきまして報告致します。 

 

－事務局より報告－ 

 

議 長   諸報告について何かご質問等はございますか。 

無いようですので、以上をもちまして令和２年第１０回東村山市

農業委員会総会を終了いたします。 

 

 

午後２時４５分終了 

 

上記顛末を記し、相違無いことを証明するために、ここに署名捺印する。 

 

議  長                ㊞ 

 

議事録署名委員             ㊞ 

 

議事録署名委員             ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


