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開会 午後 ２時００分

──────────────────────────────────────────

◎開会

◎開議

○事務局長（深野） 委員の皆様、こんにちは。

今週19日火曜日に職員の異動内示がありまして、本日は議案第２号ということで、農業委

員会の職員の任免を上程しています。議案書の差換えをしていますのでよろしくお願いいた

します。

それでは、定刻になりましたので、ただいまから農業委員会総会を開会いたします。

それでは、会長、よろしくお願いいたします。

○石田会長 皆様、こんにちは。

12月の農地利用状況調査につきましては、お忙しい中、また寒い中ではありましたが、皆

様のおかげで滞りなく予定どおり実施できましたことを心より御礼申上げます。

それでは、これより第６回和光市農業委員会総会を始めさせていただきます。

総会の開会に当たり、冨澤登委員より欠席の連絡がありました。本日の出席委員は11人中

10人でございますので、和光市農業委員会会議規則第６条による定足数に達しておりますの

で、総会は成立していることをご報告いたします。

──────────────────────────────────────────

◎議事録署名委員の指名

○石田議長 初めに、議事録署名委員の指名ですが、３番、田中明委員、４番、新坂篤司委員

を指名いたします。

──────────────────────────────────────────

◎提出議案

議案第１号 農地法第４条許可申請について

○石田議長 それでは、議案に移ります。

議案第１号 農地法第４条許可申請についてを上程いたします。

事務局より説明をお願いします。

（事務局議案第１号朗読）

○事務局（青木） 農地法第４条は、市街化調整区域内の農地を自己所有のまま自己資金で駐

車場や宅地など農地以外のものに転用する場合の許可申請になりまして、県知事の許可が必
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要になります。実際の許可権者は県知事となりますが、まず、当該農地のある市町村の農業

委員会において案件について審議をし、その審議による意見を参考に県知事が許可・不許可

を判断する形になっております。

それでは、本案件の申請に至る経緯でございますが、運送業を主たる業務とするＡ株式会

社が現在、和光市新倉三丁目、議案書の案内図をご覧いただきますと２ページ目になります、

こちらの東側、Ｂというのが右下にあるんですけれども、その北側にＣがあって、その和光

インター線沿いにＡというのがございます。そちらが今使っている駐車場になります。ここ

の2,121平米で借りている駐車場にトラック35台を駐車しておりますが、手狭となっており

まして、駐車場用地を探しているという情報が申請者に入ったところでございます。そこで、

申請者の費用で駐車場を造成した後、Ａ株式会社に一括貸しすることで賃貸借契約の合意に

至り、農地転用の申請を行っております。申請地には、現在使用中の35台の中からトラック

８台、通勤車両の普通車１台を合わせ、合計９台を駐車する予定となっております。

続いて、４ページの土地利用計画図をご覧ください。

申請地は、北側を開口部として幅10メートルの出入り口を設けます。場内全体は15センチ

掘削後、40センチの厚さでセメント改良を行い、その上に15センチの厚さで砕石を敷き、転

圧して仕上げます。出入口６メートルまでは先ほどの施工に加え、その上に12センチの厚さ

でコンクリート舗装し、場内から道路に向かって傾斜をつけて仕上げます。敷地周囲の施工

につきましては、出入口を除き、全てブロック３段積みの上にネットフェンス１メートルを

設置します。

道路境界については、道路安全課と協議済みであり、特段の措置は不要との回答を得てお

ります。また、散水栓、防犯灯、防犯カメラ等の付帯設備工事はありません。

それでは、農地法第４条の許可基準について順番に説明いたします。

まず、申請目的実現の確実性についてでございます。

こちらは、他の法令の条件をクリアしているかという点と、転用計画に係る資金の調達が

できているかという点になります。今回、建物を建てるということが無いので、都市計画法

や建築基準法などの他法令との調整は必要ございません。また、計画に係る資金調達につい

ては、工事見積書とその額を上回る残高証明書を提出していただいておりますので、問題あ

りません。

２点目は、計画面積の妥当性です。

こちらは、農地の保護と確保のため、転用面積が必要最小限かどうかということになりま
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す。土地利用計画図に示された配置は、予定台数の収容が可能であり、有効に敷地が使用さ

れる計画となっておりますので、妥当な面積と判断できます。

３点目、周辺農地生産条件への影響ですが、こちらは、集団的に存在する農地を蚕食する

おそれがあると認められるかという点ですが、坂下土地改良区環境保全組合の同意を得てお

り、また、申請地周辺においても転用が行われていることから問題無いと考えております。

４点目、計画から派生する被害防除についてです。

こちらは、転用により土砂の流出、日照、通風など耕作に影響を与えない措置があるかと

いうことですけれども、敷地境界にはブロックを積む計画であり、土砂の流出、砂利等の飛

散を防除できます。また、鋼板は設置しないので、日照の影響も問題ありません。

５点目、隣地の農地所有者の同意ですが、今回隣接する東側農地所有者のＤさんと南側隣

地農地所有者のＥさんに何ら異議なく、同意を得ております。

６点目、農地の区分になります。

農地に関しましては、その周辺の市街化の程度や立地条件や周辺環境のまとまりや規模に

よって分類されておりまして、当該地は農地法施行規則第46条、宅地化の状況から見て、第

３種農地の場合における住宅等または公共施設等が連担している程度に達する区域に該当す

ることが見込まれ、市街地からおおむね500メートル以内で、その規模がおおむね10ヘクタ

ール未満である状況であり、転用可能な第２種農地と判断することが可能です。

説明は以上となります。

○石田議長 ありがとうございました。

和光市は、農業委員会等に関する法律第35条第１項の規定に基づいて、参考人を呼んで申

請までの経緯や工事の概要、隣地及び周辺環境への配慮等の説明をしていただいております。

参考人の説明に対しまして質問や意見がございましたら、委員の皆様は忌憚なく聞いてくだ

さい。

それでは、参考人の方に入っていただきますが、その前に皆様から何かありましたら聞き

ますが、大丈夫でしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、参考人の方に入っていただきます。お願いします。

（参考人入室）

○石田議長 ご紹介します。申請者、Ｆさんの代理人といたしまして、有限会社Ｇ代表取締役、

Ｈさんに来ていただきました。Ｈさん、本日はどうもお忙しいところご苦労さまです。
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当委員会では、転用の案件が出ますと、関係者の方に来ていただいて説明をしていただき、

その後、質問に答えていただくことになっております。

なお、和光市農業委員会会議規則第８条第２項の規定によりまして、発言は必ず挙手によ

り議長の許可を受けてから行ってください。

それでは、Ｈさん、まず申請に至る経緯等の説明をよろしくお願いします。

○参考人（Ｈ） では、説明させていただきます。

今回申請者、Ｆさん、今までは農業を営んでおりましたが、もう87歳という高齢で倒れま

して、もう農業を継続することは難しいということで、どなたか使ってくださる方がいたら、

草ぼうぼうになって近隣にご迷惑をかけますので、貸してほしいというお話がありました。

それから、借りていただくほうですが、Ａさんという会社で、運送会社を今営んでおりま

す。すぐ近く、この申請させていただいたところから歩いて３分ぐらいのところで、和光営

業所ということで事業を営んでいる運送会社でございます。今現在、状況としては、本当に

ぎゅうぎゅう詰めで、車を回転するのも、車を開け閉めするのも非常に横になって入るよう

な状態で、何とかそこを解消したいなということで、今回、この物件のところを借りたいと

いうことで申請させていただきました。

以上でございます。

○石田議長 ありがとうございました。

それでは、質問をお受けいたします。

なお、質問への回答は私が指名した後、参考人からの回答をお願いします。

では、質問のある方、よろしくお願いします。

５番、大熊委員。

○大熊委員 この現場ですと、出入りから周辺の舗装された道路まで舗装していない部分とい

うのがかなりあると思うんですね。そこにトラックが通行すると穴がすぐ掘れてしまいます

が、それまでの間の措置といいますか、その辺はお考えがあるのでしょうか。

○石田議長 Ｈさん。

○参考人（Ｈ） 出入口という形になると思うんですが、やはりトラックが出入りしますので、

どうしても長い間にはへこんだりすることもあるのかなというふうに誰しも考えられること

だと思うんですけれども、それは、こちらで余りひどくなったときには砂利を敷かせてもら

おうかなと、そういうふうに考えております。

○石田議長 大熊委員、大丈夫ですか。
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○大熊委員 はい。

○石田議長 その他質問は無いでしょうか。

８番、加藤委員。

○加藤委員 土地利用の計画図どおりに施工されると思いますが、施工後、照明とか、また鋼

板とか、そういったものは設置する考えはありませんでしょうか。

○石田議長 Ｈさん。

○参考人（Ｈ） 今回、駐車場なので、周りはブロックと約１メートルぐらいのフェンスで、

鋼板とかそういう予定は今のところございません。

○石田議長 ８番、加藤委員。

○加藤委員 続けまして、許可後に計画どおりに行わないとなりますと、私たちがここで審議

している意味がなくなってしまいますので、そこのところは計画どおりに進めていただきた

いと思います。

○参考人（Ｈ） 分かりました。

○石田議長 その他質問は無いでしょうか。

９番、山﨑委員。

○山﨑（孝）委員 大熊委員の質問に関連して、申請地の出入口、敷地を出てすぐのところが

前面道路が舗装されていないので、すぐ穴が掘れてしまうと思うんですが、何かお考えはあ

りますか。

○石田議長 Ｈさん。

○参考人（Ｈ） 先ほどもお答えさせてもらったんですが、余りへこんで水がたまって出入り

ができないようなことになると、ちょっと事業にも差し支えがございますので、こちらで砂

利を敷かせてもらおうかなというふうに考えております。

○石田議長 ９番、山﨑委員。

○山﨑（孝）委員 分かりました。

○石田議長 その他質問は。

３番、田中委員。

○田中委員 質問というか、お願いみたいな形になってしまいますが、大熊委員、山﨑孝明委

員と関連した話ですけれども、私、この間、見させていただいたところ、砂利道でした。か

なりぬかるんでいる部分もあったように記憶しています。特にこの出入口あたりはちょっと

へこんでいる形がございました。この図面を見ると、まずはセメント改良ということで、こ
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のセメントは俗に言う生コンタイプなのか、表層改良的な、俗に言う粉剤的なセメントでの

改良になるのか、どちらでしょうか。

○石田議長 Ｈさん。

○参考人（Ｈ） 駐車場の下ということでしょうか。

〇石田議長 ３番、田中委員。

○田中委員 そうですね。

○参考人（Ｈ） 大型の場合は、地盤改良という形でセメント改良をやらないと、やはりすぐ

にへこんでしまいますので、地盤改良という形で費用もかさむんですけれども、やらせても

らっています。

○石田議長 ３番、田中委員。

○田中委員 粉剤的なやつで、俗に言う表面改良という方法があります。粉剤を混ぜていく形

で施工するのでしょうか。

〇石田議長 Ｈさん。

○参考人（Ｈ） そうですね。

〇石田議長 ３番、田中委員。

○田中委員 セメントの粉ですよね、極端に言うと。それを混ぜる形ですか。

〇石田議長 Ｈさん。

○参考人（Ｈ） はい。

〇石田議長 ３番、田中委員。

○田中委員 そのときのお願いということで、周りに何もなかったような気がするんですけれ

ども、小さく区切って野菜を作っている方なんかがいらっしゃるので、セメントの粉が飛ん

だり、まして今は霜の時期ですので、それが付着する可能性が非常に強いんですね。そうす

ると、全く食べられなくなったり、車であると洗い落とすのに塗装部分がかなり傷むという、

そういうことが考えられるので、その辺ちょっとご注意をいただければなというふうに、施

工の際にはぜひお願いをしたいということが１点。

もう一つ、北嶋委員と事務局と３名で、現地確認しましたが、杭がかなり地中に入ってい

ました。しっかりとした中で、多分、道路の関係でもしかしたら杭が寄せられている可能性

もあるので、ある程度きちんとした実測をしていかないと、図面の持ち出しで境界線をきち

んとしておかないと、正確な境界の位置が確定できないと考えられます。場所が場所だけに、

地面というんじゃないけれども、長い間の車の通行等で寄せられている可能性があるので、
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その辺の杭の移動があったか無いかどうかをきちんと精査した上で境界線を、もちろんこれ

は３段の重量ブロックを積むということですから、そこに携わった地面のところに新たなる

境界はきちんと出して、明確に分かるようにしておくとは思うんですけれども、その辺を

ちょっとご留意をいただいて、それがちょっと気になったものですから。

○石田議長 Ｈさん。

○参考人（Ｈ） 今回、やはりかなり、１メートル下ぐらいに掘って、杭が入っていましたの

で、ここは耕地整理か何かなさったので、必ずくいは入っているんですね。ただ、かなり下

なので、上には出ていませんから、やはり工事屋さんに掘って、今回は市の農業委員会にも

確認していただきましたので、杭を差してありますので、どなたも見ていただければ工事前

に確認できるかと思いますが、今おっしゃったように気をつけて、コンクリートで固めると

か、何か動かないように左官工事させていただければと思っております。

○石田議長 よろしいでしょうか。

○田中委員 はい。

○石田議長 その他ご質問がある人。

では、７番、北嶋委員。

○北嶋委員 周りがネットフェンスということになっていると思うんですけれども、隣の今、

使っていらっしゃる畑のほうへの排気ガスの影響というものは無いんでしょうか。

○石田議長 Ｈさん。

○参考人（Ｈ） 排気ガスですね、車自体が軽油で走っていますので、多分排気ガスの問題と

いうと、環境衛生の問題かなというふうに思いますけれども、そこにずっとエンジンをかけ

っぱなしでいるわけじゃなくて、エンジンをかければ、すぐに仕事に出ていってしまいます

ので、ずっとそこで、朝に出ていけば、もう夜まで帰ってこないという感じですので、排気

ガスは一般の道路でもたくさん走っていますので、そんなあれと比較してはちょっと違うの

かなというふうに感じておるんですけれども。

○石田議長 北嶋委員、よろしいでしょうか。

○北嶋委員 分かりました。

○石田議長 その他。

では、６番、山﨑とよ子委員。

○山﨑（と）委員 土地利用の図面を見させていただいたときに、駐車場ということで全部車

両置場ですよね。基本的に建物とかは置かないんですか。
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○石田議長 Ｈさん。

○参考人（Ｈ） すぐ近くにトレーラーハウスで事務所がありますので、そこから歩いて３分

ぐらいですから、そういう投資は考えておりません。

○石田議長 ６番、山﨑とよ子委員。

○山﨑（と）委員 許可がおりた後にトイレとかプレハブとかはもう置かないと、そういうこ

とは大丈夫ですか。

○石田議長 Ｈさん。

○参考人（Ｈ） 建物を置くとか何か物を置くということは、計画上ありません。

○石田議長 ６番、山﨑とよ子委員。

○山﨑（と）委員 市街化の調整区域なので、建物は置けないということなので。

○石田議長 Ｈさん。

○参考人（Ｈ） 行政上は、ここは調整ですから違反です。ですから、私たちも、そのように

借りていただく方には説明しております。

○石田議長 その他ご質問ありますでしょうか。

10番、鳥井委員。

○鳥井委員 私も現地を見させていただいたんですが、多分こちらの申請者の方の畑なんだろ

うと思うんですが、白菜なり大根だとか、まだ栽培しているような野菜が見受けられたんで

すが、それはどなたが耕作されているんでしょうか。

○石田議長 Ｈさん。

○参考人（Ｈ） Ｆさんがご自分でやっていました。

○石田議長 10番、鳥井委員。

○鳥井委員 そうですか。実際、では、工事自体はいつからのご予定なんでしょうか。

○石田議長 Ｈさん。

○参考人（Ｈ） 許可がおりた後に工事を進めさせてもらっていこうと思うんですが、許可が

おり次第、工事という形になります。

○石田議長 よろしいでしょうか。

○鳥井委員 はい。

○石田議長 ３番、田中委員。

○田中委員 余分な話でお願いという形になるんです。というのは、ＨさんのＧの会社さんも

いろいろな駐車場関係を扱っていて、非常に飛ぶ鳥を落とすような勢いの中でのお仕事だと
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思うんですけれども、先ほど山﨑とよ子委員が言われたように、物を建てないでくださいね

と、調整区域だから物は建てませんよと言われました。ただ、知らず知らず月日が経つうち

に、そういう物事が忘れられ、業者さん、業者さんというよりもこの借りている方も、ぽっ

とプレハブ的なものを置いたり、物を置いたり、それを利用したりするということがなきに

しもあらずということで、その辺は俗に言うここを仲介した、またこれを管理されている会

社、ここで言えばＧのＨさんだと思うんですけれども、その辺に万が一そういう不祥事が生

じたときには、率先して管理されている方から、こういうことをやっちゃいけないんだよと

いうご注意をしていただけるように、今後お願いをしたいなと思っています。

ご存じのように、農業委員会はその辺の許可申請は出しますけれども、罰することができ

ない機関でございます。ですから、その辺は、そういう意味でしっかりと管理していただけ

るように、強くお願いと要望をさせていただきます。よろしくお願いします。

以上です。

○石田議長 Ｈさん。

○参考人（Ｈ） はい、分かりました。ありがとうございます。

○石田議長 その他質問等ございますでしょうか。よろしいですか。

（「なし」の声あり）

○石田議長 では、最後に１点、私から。

この間、私も申請地を見に行かせてもらいました。そうしたら、ここのところ雨がなかっ

たので、走るとほこりがかなり出ていたので、工事と、また貸してからトラックの出入りに

ついて、ほこり等もやはり気をつけてもらえるようによろしくお願いいたします。

○参考人（Ｈ） はい、分かりました。

○石田議長 その他よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、無いようですので、参考人の方、今日はどうもありがとうございました。

○参考人（Ｈ） どうもありがとうございました。

○石田議長 退席をお願いします。

（参考人退室）

○石田議長 では、委員さんから何かありますでしょうか。

採決に入ってよろしいでしょうか。

（発言する者なし）
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○石田議長 では、この議案について許可相当ということに賛成の方の挙手をお願いいたしま

す。

（賛成者挙手）

○石田議長 全員賛成。

よって、この議案は許可相当といたします。

──────────────────────────────────────────

議案第２号 農業委員会職員の任免について

○石田議長 続きまして、議案第２号 農業委員会職員の任免についてを上程いたします。

事務局より説明をお願いします。

（事務局朗読説明）

○石田議長 農業委員会職員の任免についてですが、何かご意見ありましたらお願いいたしま

す。

よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、この議案に同意することに賛成の方の挙手をお願いいたします。

（賛成者挙手）

○石田議長 全員賛成。

よって、この議案は同意されました。

──────────────────────────────────────────

◎協議事項

①平成３０年１月の農業委員会総会の日程について

○石田議長 では、続けさせていただきます。

協議事項に移らせていただきます。

協議事項①１月の農業委員会総会の日程につきまして、事務局よりよろしくお願いしま

す。

○事務局（青木） 協議事項①平成30年１月の農業委員会総会の日程についてですが、この後

協議していただきます農業関係者懇談会が午後１時30分から開催する予定でありますので、

時間を３時開催と考えております。１月の総会は、23日火曜日の午後３時から第２委員会室

となりますが、よろしいでしょうか。ご協議をよろしくお願いいたします。

○石田議長 １月23日に１月の総会を行う、午後３時からということであります。
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皆様、この日程でよろしいでしょうか、確認です。よろしいですね。

（発言する者なし）

○石田議長 では、１月23日の午後３時から第２委員会室ということで予定をよろしくお願い

いたします。

──────────────────────────────────────────

②第３回農地利用状況調査の審査について

○石田議長 続きまして、協議事項②第３回農地利用状況調査の審査について、事務局よりよ

ろしくお願いします。

○事務局（青木） 協議事項２、続きまして第３回農地利用状況調査の審査についてでござい

ます。

12月の農地利用状況調査、お疲れさまでした。そのときの結果を基に指導方法を協議して

いただきます。

審査資料の１ですけれども、スライドで写真を見ながら説明いたします。

１から順次説明していきます。

こちらの写真が１番上の１班が行っていただきました下新倉三丁目＊－＊と＊－＊、＊－

＊のＩさんの畑になります。こちら、事前調査では合計得点７点ということで、強めの指導

の範囲にはなりますが、前回きれいに整備をしていただいた関係で指導がなかったような状

況ですので、その辺も考慮しまして、今回は普通の指導文書を送らせていただく形が１班の

調査結果となりました。

よろしくお願いします。

○石田議長 では、１番のＩさんの件です。

事前に見に行ったときには合計点７点で、普通の指導文書を送るという点数ですが、皆様

いかがでしょうか。生産緑地と相続税納税猶予適用地ですので、ここは以前よりも大分よく

はなっていますが、指導文書は送ったほうがいいのではないかということで、見てきた時点

ではそういう意見でした。

皆様いかがでしょうか。ご意見ありましたらお願いします。

３番、田中委員。

○田中委員 今回は委員の調査結果ということで普通になっていますよね。これは、前からす

ると、すごく改良されています。改良というよりも手が加えられていますね。随分変わった

んですけれども、生産緑地であり、納税猶予を受けているということからすれば、基本的に
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私はこれは失格だと思います、実質。納税猶予を受けるということは、税金が免除されてい

るんだよね。そこに対して、管理をしているようには見られない場合は、納税猶予の解除ま

でしないと、こういう案件は今後減っていかない、と考えています。もう５年ぐらい、お父

さんが亡くなってから経過してます。相続税納税猶予の適用を受けているのであれば、やは

りそれは責任を持って管理していただきたい。例えば自分が骨折したから、腰が痛いから、

足が痛いからというのは理由にならないと考えます。普通よりも常に強めの指導をするほう

がいいくらいじゃないでしょうか。

○石田議長 今回は大分よくなっているということで、普通の指導文書を出すということで、

また引き続きやってもらうということで出させてもらうということでよろしいですか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、１番は普通の文書で出してもらうということでお願いします。

では、２番の説明をお願いします。

○事務局（青木） ２番の下新倉三丁目＊、＊－＊、地目が畑の面積が1,365平米のＪさんの

ところになります。こちらは、市街化農地になります。合計得点が５点ということで、事前

の調査で普通の指導文書を送るような形と判断しております。

○石田議長 では、２番のＪさんのところです。隣に半分マンションが建ったんだよね。

○事務局（青木） そうです。

○石田議長 残りの部分ということですが、以前に何回か申請が出たことがありますよね。

○事務局（青木） はい。

○石田議長 工事の期間だけ一時転用か何かでかかっていて、それが終了して、またもとの状

態だけれども、もとの状態というよりは草地になってしまっているので、今回、見た目でや

っていくと５点ではないかということで、時期が少し遅くなっているので草は大分枯れたよ

うな状況ではありますが、この辺の判断は皆様いかがでしょうか。

また、では普通の手紙を出すということでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、普通文書を出してください。

続きまして、３番をよろしくお願いします。

○事務局（青木） こちらは初めてのところになるんですけれども、３番の下新倉五丁目＊－

＊、＊－＊、地目が田で現況が畑、合計で997平米ですけれども、Ｋさん、Ｌさんという農

地所有者になります。市街化調整区域の畑でくるぶし程度ということで、それで隣地農地が
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あるので１点加わって４点という形で点数的にも指導はしないという範囲になりますので、

事前調査で保留という形で、次回また調査のときに見させてもらって様子を見るという判断

になっております。

○石田議長 では、３番のＫさんの２名の方の土地ですが、少し草が生えているようですが、

ちょうど作業する合間で草が生えてしまったのか、もしくはこれからひどくなってしまうの

かちょっと微妙な線なので、一応載ってはおりますが、形上はこれからまだ行ったりするの

かなという感じでもありますので、今回現場を見ながらのところは保留ということにしてあ

りましたが、皆様のご意見はいかがでしょうか。大丈夫ですか。保留ということで、次回ま

で様子を見るということでよろしいですか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、ここは次回またもう一回確認するということで、来年度第１回で確認する

ということで、今回は保留ということでよろしくお願いします。

続きまして、４番をお願いします。

○事務局（青木） ４番の下新倉六丁目＊、地目が田で現況が畑、地積が998平米、Ｍさんの

場所になります。こちらも初めてのところになりまして、先ほどよりは少し伸びているとい

う形になっております。隣地農地は無いので同じ４点ということで、こちらも指導はしない

ような形で保留ということで、また次のときに確認させていただくというような判断になっ

ております。

○石田議長 では、４番のＭさんの畑ですが、皆様ご意見はいかがでしょうか。

田中委員、何か近くで情報はありますか。

○田中委員 情報は無いんですけれども、本人が体調を壊して、今、回復はしてきたんですが、

88才になるお母さんがいらっしゃいまして、奥さんをかなり前に亡くされているので、今、

１人で母親を介護しながら畑の管理をしていると伺っています。

○石田議長 ありがとうございます。

では、できるだけ善処して、草も片づけてもらえるという方向でやってもらえるというこ

とですので、今回は保留ということで、次回、来年度の第１回農地利用状況調査で確認する

ということで、今回は保留ということでよろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、ここは保留ということで。

次、５番をお願いします。
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○事務局（青木） ５番の下新倉六丁目＊－＊と＊－＊になります。ＮさんとＯさんのところ

で、前回も対象になったところでございます。

前回、少し草は刈っていただいたんですけれども、また伸びてきているということで、合

計得点５点で、農業委員会委員の現地調査結果で普通の指導文書を送るというような形にな

っております。

○石田議長 ５番の畑ですが、普通文書ということですが、実際見てもらったので分かるかと

思いますが、ちょっと宿根草のような根っこが深く入るような草が大分伸びてきてしまって

いるということで、前回何かやってもらえるという話でしたが、ちょっと少し放置期間が長

くなってきているのかなという感じがいたしますので、今回は普通文書を出すということで

判断いたしますが、よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、ここは普通文書ということでよろしくお願いします。

では、新倉・本町地区の１番をお願いします。

○事務局（青木） 下の新倉地区ですけれども、３件ございまして、こちらは３件とも前回か

ら引き続きのところになります。

一番上が新倉二丁目の＊－＊、今後、遊休農地として指導していくというところですので、

継続して指導をしていかなければいけないというところでございます。事前の調査結果で合

計得点10点という強めの指導を送っていくという判断となっております。

なお、ただ今、県から来ている調査で、荒廃農地の発生・解消状況に関する調査というも

のがありまして、平成20年から毎年実施されている調査ですけれども、この調査においてＡ

分類の再生利用が可能な荒廃農地、今スクリーンにも映しておるんですけれども、こちらの

定義をちょっと読ませてもらいます。Ａ分類は、再生利用が可能な荒廃農地です。詳細です

が、荒廃農地のうち、伐根、整地、区画整理、客土等により再生し得ることにより、通常の

農作業による耕作が可能となると見込まれるもの。Ｂ分類は、再生が困難と見込まれる荒廃

農地です。荒廃農地のうち、森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条

件整備が著しく困難なもの、または周囲の状況から見て、その土地を農地として復元しても

継続して利用することができないと見込まれるものに相当するものという定義になっており

まして、当該農地については、伐根、整地ができれば、物理的には畑として耕作できる状況

なのかなと考えております。したがいまして、この調査においてＡ分類として回答を考えて

おります。
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以上です。

○石田議長 では、２班の１番、Ｄさんと所有者はＱさんの畑ですが、皆様も見てもらったと

おりです。現状では膠着状態相当のお話になっておりますので、なかなかきれいになっては

いきません。この判定は10点で強めの指導ということなので、引き続き保全管理をお願いし

ていくということで、強めの指導をするということでよろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、これは強めの指導でお願いします。

２番をよろしくお願いします。

○事務局（青木） ２番、新倉四丁目＊、＊です。Ｒさんの畑になりまして、生産緑地で相続

税納税猶予の場所になります。こちらは事前の調査で10点ということで、強めの指導文書を

送るというような判断になっております。

○石田議長 Ｒさんの畑です。大分草が伸びてきていますね。前回もちょっと伸びているとい

うことで、なかなか今回までにきれいにならなかったということですが、生産緑地、納税猶

予がかかっておりまして、点数は10点でありますので、強めの指導ということになりますが、

皆様いかがでしょうか。

（「強めでぜひ」の声あり）

○石田議長 では、強めの指導でぜひ改善を求めるということで、強めの指導をよろしくお願

いします。

では、続きまして３番をお願いします。

○事務局（青木） 新倉地区の３番、新倉七丁目＊－＊、Ｓさんの畑になります。合計得点が

８点で、半分、３分の１ぐらいは刈られている状況で、電話で連絡があって、18日に機械が

直って、そうしたら整備するというような連絡が入ったんですけれども、昨日見に行ったと

きには、まだこのような状況になっておりました。写真の状況と一緒でしたので、強めの指

導文書を送るというような判断で考えております。

○石田議長 では、３番のＳさんの畑ですが、皆様、見られましたよね。ちょっとやはりくず

の葉っぱとかが大分ふえていた状況でありまして、なかなか大変そうな畑ですので、少しや

られていたということですが、もっと頑張っての意味での措置だと思うんですが、やはり皆

様の判断で強めということですが、皆様いかがでしょうか。強めでよろしいでしょうか。

（「ぜひ」の声あり）

○石田議長 では、こちらも強めということでよろしくお願いします。
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その他事務局、ありますか。

○事務局（青木） 農地利用状況については以上です。

○石田議長 では、農地利用状況調査については以上といたします。

──────────────────────────────────────────

③和光市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の策定につい

て

○石田議長 続いて、協議事項③和光市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指

針」の策定についての協議をします。

事務局から説明をよろしくお願いします。

○事務局（青木） 協議事項３、和光市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指

針」の策定についてご説明いたします。

12月15日まで農業委員の方のご意見を聴取させていただきましてありがとうございました。

特に意見はありませんでしたので、差し換えさせていただいた指針（案）のとおりとなりま

す。

本日お持ちでない方がいらっしゃいましたら、こちらにございますのでお配りします。

それでは、資料２をご覧ください。

指針を策定する経緯についてご説明いたします。

平成28年４月１日に施行された「農業協同組合法等の一部を改正する法律」によりまして、

農業委員会等に関する法律が改正になりました。農業委員会は、その主たる任務である農地

等の利用の最適化を積極的に推進していくことが何よりも重要なこととなりました。

これに伴いまして、１、遊休農地の発生防止・解消、２、担い手への農地利用の集積・集

約化、３、新規参入の促進による農地等の利用の効率化及び高度化の促進が農業委員会の必

須業務となり、その活動の基となる指針を定めるように努めなければならない、とされてお

ります。こちらがお配りしました資料の一番下です、法律の第７条の第１項に掲げられてお

ります。

新制度で７月から農業委員会委員となりまして、最適化推進委員の役割も担っていただい

ているところでございます。これまで活動していただいたことを踏まえまして、和光市に合

った形で指針の案を作成しておりますので、１月からこの指針に従って活動していただくこ

ととなります。次の協議事項にあります農業関係者懇談会は、指針の第３の１に示されてお

りますので、これに基づいて開催していただくものでございます。
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それでは、内容について説明いたしますので、先日お配りしております指針をご覧くださ

い。

和光市の特徴的なところとしましては、第２の１、遊休農地の発生防止についてで、今ま

での農業委員会委員の活動のおかげで遊休農地が０％となっておりますので、それを継続し

ていくという点と、第２の２の担い手への農地利用の集積目標は、和光市農業経営基盤の強

化の促進に関する基本的な構想に掲げている40％を最終的な目標としている点、３の新たに

農業経営を営もうとする者の参入の促進については、和光市では、農家さんの後継者が就農

する新規就農が多く「新たに農業経営を営もうとする者の参入」の目標は平成35年までに５

人としております。

続いて、第３で地域課題の解決に向けた取組を設けた点が和光市の特徴でございます。

第３の地域課題の解決に向けた取組について、変更させていただいた点を含めて再度、ご

説明いたします。

１の農業者懇談会については、農業者だけではなく、農業関係者を集めて幅広く意見を聴

取して、地域課題の解決について懇談していただくものです。

２の農業に関する市民要望への適切な対応ですが、市街化区域内農地における農薬散布に

ついての苦情ですとか、事務局へ連絡が入る農家さんへの市民からの苦情についての対応に

困っていることなど、実例で申上げますと、10月に石田会長と山﨑孝明委員にご同行いただ

いた新倉二丁目のマンションからの雑草の苦情に関することなど、そういった苦情があった

場合の対応について、農業委員会委員に解決策についてお力添えをいただきたい、ご相談さ

せていただきたいという内容です。

３の農家相談会の実施についてですが、こちらは、体が調子悪くて耕作できないので、誰

か耕作してもらえる人を紹介してほしいなどの農家さんご自身の問題を、農業委員会委員と

の相談会によって解決していきましょうというものになります。また、農業委員会として農

業振興も係わっていただきまして、都市農業を推進していくための課題等も取り扱っていた

だきたいと考えております。

内容については以上になります。

今後、指針が策定されますと、県へ報告し、和光市ホームページにて公表いたします。

説明は以上です。

○石田議長 事務局から説明がありました。

この農地等の利用の最適化の推進に関する指針ということで、ご質問、ご意見等ございま
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すでしょうか。12月15日まで農業委員会委員に意見を募集していましたよね。

○事務局（青木） はい、15日まで意見を頂戴して、特に意見はありませんでした。

○石田議長 では、採決に入らせていただきます。

和光市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の策定に賛成の方の挙手

をお願いいたします。

（賛成者挙手）

○石田議長 全員賛成。

では、原案のとおり決定いたしますので、「（案）」を二重線で消していただくようお願

いいたします。

──────────────────────────────────────────

④農業関係者懇談会について

○石田議長 では、次に移ります。

協議事項④農業関係者懇談会について。

事務局より説明をお願いします。

○事務局（青木） 協議事項４、農業関係者懇談会についてですが、内容は次回の総会議案書

の配付のときに一緒に資料を配付いたしますので、ご確認ください。本日は日程を決めてい

ただきたいと考えております。

事務局案としまして、平成30年１月の総会の前になります、１月23日火曜日、午後１時30

分からの開催を考えております。農業委員会委員の皆様全員の参加をお願いしたいと考えて

おります。参加者についてですけれども、こちらにいらっしゃる農業委員会委員の方と、前

農業委員の方、農業関係者の代表者の方など、約15名ぐらいを考えております。

以上です。

○石田議長 では、１月23日13時30分から開催しようということですが、詳細については次回

の総会の議案書の配付時に一緒に資料が配付されるということですが、日程についてはこの

日程でよろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。

３番、田中委員。

○田中委員 13時30分から始めると、農業委員会総会が15時開始なので、時間はずらして。

１時間半で大丈夫ですか。

○事務局（青木） 最初の懇談会ですが、今後も続けていただきたいという形で考えており、

最初ということで１時間半ぐらいを想定しています。
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○田中委員 要はこういう形で今後も続けたいので、よろしくご協力いただきたいというよう

な趣旨の説明と、今後このような形でやっていくという具体的な説明でとどめるということ

ですね。

○事務局（青木） そういう内容を含めて、農業についても懇談していただきたいと考えてい

ます。また、総会の開会には間に合う形で考えています。

○田中委員 分かりました。

○石田議長 その他ご質問等ございますでしょうか。

10番、鳥井委員。

○鳥井委員 今、出席者の方の名前が言われたと思うんですけれども、このメンバーというの

は、今後も決まったメンバーで続けていくということでしょうか。

それと、もう一点、一般の農業者の方が自由に参加できるとか、そういう懇談会とはまた

違うんでしょうか。

○石田議長 事務局。

○事務局（青木） その辺、詳細は今後まだ考えて、変わっていく部分もあるとは思うんです

けれども、最初にお呼びする方は基本的にお呼びしていくというような考え方でいます。

それと、別に農家相談会というものもございまして、こちらは北地区とか南地区とか、ま

だ案の段階ですけれども、そういった形で、相談会というようなところで農業者の皆さんを

集めていくというようなところは考えております。

○石田議長 はい。

○事務局（渡辺） 補足させていただきます。

農業関係者懇談会につきましては、新しい取組でございますので、こちらにつきましては、

農業委員会が主体となって開くことになります。参加者につきましても、その都度、協議し

ながら決定していきたいと考えておりますので、一番最初の段階になりますので、前農業委

員、各農業者団体の代表の方等から基本的なご意見を頂戴できればと考えているところです。

以上です。

○石田議長 10番、鳥井委員。

○鳥井委員 はい、分かりました。

○石田議長 開催がもう次回の総会の前ということなので、できれば議案書の配付よりも早く

資料を配ってもらいたいです。１週間前よりももっと早く内容が分かれば、開催の細かいこ

とについて、事務局に問い合わせ等できると思いますので、資料の配付を早目にお願いしま
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す。

その他ご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、これはそういう形で１月23日の13時30分より開催ということで、また資料

等については、作成次第配ってもらうということでお願いいたします。

──────────────────────────────────────────

⑤その他

○石田議長 続いて、協議事項その他をよろしくお願いします。

○事務局（青木） 協議事項５、その他ですが、委員の選出をお願いいたします。

本日お配りしました資料３をご覧ください。

今回依頼のあった委員は、和光市総合振興計画審議会委員の推薦依頼で、政策課からきて

おります。こちらは、市の条例によりまして、農業委員会から１名選出することとなってお

ります。

内容をご説明させていただきます。

和光市総合振興計画基本構想が平成23年３月に策定されまして、この基本構想は、市の総

合的なまちづくりの方向性を示す最上位計画となっております。平成30年は、この構想の進

行管理における外部評価を行う予定となっております。内容の詳細につきましては、市のホ

ームページにおいても確認できますので、よろしくお願いいたします。

時期としましては、来年の５月から６月の間に３回、会議を実施する予定となっておりま

す。本日、立候補する方がいらっしゃいましたらお願いいたします。いらっしゃらない場合

は、１カ月間検討していただきまして、来月の総会で選出をお願いしたいと考えております。

説明は以上です。ご協議をお願いいたします。

○石田議長 では、総合振興計画審議会委員の推薦ですが、どなたか立候補する方がいらっし

ゃいましたらお願いいたします。誰かいらっしゃいますか。

急な話でいきなりだと無いと思いますので、では、来月の総会までに協議するということ

で、ご検討いただくということでよろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、来月ということでよろしくお願いします。

協議事項その他、事務局ありますか。

○事務局（青木） ありません。
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──────────────────────────────────────────

◎諸報告

①会長専決について

○石田議長 では、続けて諸報告に移ります。

①会長専決について、事務局より説明をお願いします。

○事務局（青木） 諸報告①会長専決についてですが、今月は４条の届出が３件、５条の届出

が４件でございます。

ただいまスクリーンで写真を映しますので、ご覧ください。

こちらが１番、４条のＴさんのところになります。こちらは、砂利敷の駐車場になる予定

となっております。

次にいってよろしいですか。

こちらが２番、Ｕさんのところになります。こちらも砂利敷の駐車場になる予定となって

おります。下新倉の＊＊になります。

続きまして、３番のＶさんのところになります。こちらは白子三丁目で＊－＊、戸建て住

宅、木造２階建て１棟が建つ予定となっております。

続きまして、５条に移ります。

４番の譲受人が株式会社Ｗで、譲渡人がＸさん、土地は南一丁目の＊－＊になります。こ

ちらに戸建て住宅、木造２階建てが３棟建つ予定となっております。

続きまして、５番になりますが、譲受人がＹ、譲渡人がＺさん、土地表示が白子三丁目＊

－＊、こちらは駐車場ということで、土敷です。21平米になっておりますので、入口の手前

の部分になるかと思います。

続きまして、６番の、こちらは賃借権です、賃借人が株式会社ａ、賃貸人がｂさん、土地

表示が下新倉二丁目の＊－＊、＊－＊。こちらも駐車場の砂利敷駐車場となる予定となりま

す。

続いて、７番、こちらは所有権移転になります、譲受人がｃさん、譲渡人が株式会社ｄ、

土地表示が南一丁目＊－＊、＊－＊、戸建て住宅の木造２階建て１棟が建つ予定になってお

ります。

届出は以上です。

○石田議長 会長専決について、ご意見、ご質問等ありましたらお願いいたします。

10番、鳥井委員。
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○鳥井委員 ７ページの３番ですが、区画整理地内のことだと思うんですが、21平米とありま

すが、これは実際、何についてのことになるんでしょうか。

○石田議長 事務局、お願いします。

○事務局（青木） これは、従前地に宅地だった部分に一部登記上畑で残っていた21平米があ

ったので、今回の移転に伴い、農地転用の申請を行ったものです。既存で宅地になっている

ところがあって、その一部がまだ転用されていなかったので、今回転用しているという内容

になると思います。

○石田議長 10番、鳥井委員。

○鳥井委員 これは、一部、保留地を購入したというようなことでしょうか。

○石田議長 事務局。

○事務局（青木） いいえ、以前から申請者が所有している土地です。２筆が今回の土地に換

地されましたが、そのうちの１筆が畑の登記地目でしたので、農地転用届が提出されたもの

です。

○石田議長 10番、鳥井委員、よろしいですか。

○鳥井委員 はい、ありがとうございました。

○石田議長 その他よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 無ければ、会長専決は以上となります。

──────────────────────────────────────────

②その他

○石田議長 では、次に移ります。

諸報告②その他について、事務局からよろしくお願いします。

○事務局（青木） 諸報告②その他、１点目、農業委員会委員の活動報告になります。

今回の共通事項は、スクリーンに映しますので、これ以外の活動報告をお願いします。

共通事項は、３つございまして、１番が11月29日水曜日、第５回農業委員会総会、午後２

時から。２番が12月４日月曜日、第３回農地利用状況調査、１班の調査が、午後１時半から

です。３番で12月11日月曜日、第３回農地利用状況調査、２班の調査が、午後１時30分から

となります。よろしくお願いします。

○石田議長 では、活動報告について、11月、12月分の活動について皆様からご報告をお願い

いたします。
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では、私から始めさせていただきます。

私は、11月30日に和光市議会12月定例会開会へ出席、12月５日に第３回和光市民まつり農

産物共進会実行委員会、12月16日に農地利用状況調査、そして、12月19日、和光市議会12月

定例会の閉会に出席ということになります。

では、続きまして、３番、田中委員、よろしくお願いします。

○田中委員 12月15日金曜日、北嶋委員と事務局と一緒に、申請農地、駐車場に農地転用許可

申請のあった、案件の完了ということで、検査と言うとちょっと大げさなのかもしれないけ

れども、工事完了後の、最終的な完了検査でいいんでしょうね、それを青木事務局とともに

行って、見てまいりました。写真等も撮っていただいて、一部まだ、車等の駐車場というこ

とでちょっと車が出ちゃっているので、どういう状態で置かれているかというのは後日、青

木事務局がその辺は写真を撮ってくれるというふうになっています。

それと、同日、先ほどありました今回の議案にありました申請農地の視察をさせていただ

きました。

以上でございます。

○石田議長 では、４番、新坂委員、お願いします。

○新坂委員 11月30日、和光市民まつり実行委員会会場部会に参加してきました。

続いて、12月５日、第３回和光市民まつり農産物共進会実行委員会の反省会に出席してき

ました。

続きまして、12月７日、和光市民まつり実行委員会全体会に出席してきました。

続いて、12月18日、今回議案対象となっている農地の視察に行ってまいりました。

以上です。

○石田議長 では、５番、大熊勲委員、お願いします。

○大熊委員 12月９日に、うちの地域の坂下土地改良区の中で全体的な清掃がありましたので、

そこに参加したことと、12月13日、この日は市からの委託で景観作物をうちの組合でやって

おりまして、そのときに一緒にチューリップ植えをお手伝いしました。そのときに、事務局

と一緒に農地埋立の申請がありましたので１件、あと、引き続き農業経営を行っている旨の

証明願に伴う現地調査１件、事務局と同行して行ってきました。

以上です。

○石田議長 ６番、山﨑とよ子委員、お願いします。

○山﨑（と）委員 12月15日農地利用状況の調査を行いました。以上です。
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○石田議長 では、７番、北嶋美栄子委員、よろしくお願いします。

○北嶋委員 11月30日農地利用状況調査を実施しました。12月５日火曜日、和光市民まつり農

産物共進会実行委員会反省会に出席いたしました。

15日金曜日、農地転用許可申請に係る現地調査を実施しました。田中委員と事務局の方と

ご一緒させていただきました。

以上です。

○石田議長 では、８番、加藤政利委員、よろしくお願いします。

○加藤委員 11月30日、現地調査といたしまして農地の埋立申請１件、それから農地関係諸証

明について１件、その２件のため現地調査を行いました。

それから、12月２日、私どもの３地区におきましての懇親会がございました。

それから、12月５日、第24回和光市担い手育成総合支援協議会が午後３時よりありました。

それから、12月16日、農地利用状況調査を行いました。

以上です。

○石田議長 続きまして、９番、山﨑孝明委員、よろしくお願いします。

○山﨑（孝）委員 共通事項だけです。

○石田議長 10番、鳥井俊之委員。

○鳥井委員 12月20日に、今回の議案の第１号の申請地の現地調査とその他の農地のパトロー

ルを行ってまいりました。

以上です。

○石田議長 11番、冨岡正浩委員、お願いします。

○冨岡委員 12月５日に、和光市担い手育成総合支援協議会の総会に参加してまいりました。

今回上がりました４条の現地確認を12月20日に見てまいりました。

○石田議長 ありがとうございます。

この件について、何かご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、諸報告のその他２点目、事務局よりお願いいたします。

○事務局（青木） 諸報告その他２点目は、農業振興の報告でございます。

まず、和光市担い手育成総合支援協議会からの報告でございます。よろしくお願いいたし

ます。

○石田議長 ありがとうございます。
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諸報告その他２点目は、農業振興の報告でございます。

まず、和光市担い手育成総合支援協議会からの報告です。

会長の11番、冨岡正浩委員からご報告よろしくお願いします。

○冨岡委員 12月５日、和光市役所会議室において、第24回和光市担い手総合支援協議会総会

が開催されました。農業委員会からは、加藤委員と私の２名が出席してまいりました。

今回は、１名が新規、３名が再認定となりました。配付資料にあるとおり、現在40名の認

定農業者が認定されております。配付資料は、資料の４番でございます。目をお通しくださ

い。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

何かご質問等ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、続いて、農業振興からの報告２点目です。

和光市民まつり農産物共進会実行委員会の報告を４番、新坂篤司委員よりよろしくお願い

いたします。

○新坂委員 では、私から報告いたします。

12月５日、和光市役所会議室において、第３回和光市民まつり農産物共進会実行委員会が

開催されました。農業委員会からは、石田会長、北嶋委員と私の３名が出席いたしました。

実行委員会では、お手元の平成29年度第３回和光市民まつり農産物共進会次第のとおり、

和光市農産物共進会実施要綱の改正、平成29年度和光市民まつり農産物共進会事業報告並び

に決算報告、和光市民まつり農産物共進会の実施内容に関する意見交換について行われ、来

年度に向けたものとなりました。

和光市民まつり農産物共進会の実施内容に関する意見交換において、表彰式、即売会、会

場、野菜の鮮度、審査等について意見交換が行われました。

以上になります。

○石田議長 ありがとうございます。

今の件に関しましてご質問等ございましたらお願いします。よろしいでしょうか。

（「なし」の声あり）

○石田議長 では、次にいきます。

続きまして、諸報告のその他、事務局よりお願いします。
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○事務局（渡辺） それでは、諸報告その他３点目といたしまして、先の平成29年12月の定例

市議会におきまして、あさか野農業協同組合から「条例の改正及び資産課税の軽減に関する

陳情書」に関する審議がなされました。

資料の６をご覧ください。

農業振興施策に関する内容でありますことから、こちらで報告をさせていただきます。

平成29年11月20日付のあさか野農業協同組合代表理事組合長及びＪＡあさか野資産管理部

会連絡協議会会長の連名によりまして、和光市議会議長に陳情書が提出されております。

都市農地の持つ公益的機能など多面的な機能をさらに発揮し、地域貢献、市民生活の安全

確保、都市農業の維持を鑑み、納税負担の軽減のための陳情がなされた内容となっておりま

す。

陳情項目につきましては、次のとおりとなります。読み上げます。

生産緑地制度の法改正に伴い条例の改正を実施すること。

生産緑地の追加指定を、緑地保全の観点から促進すること。

都市計画税の税率引き下げの実施。

固定資産税の減額についての働きかけ。

平成28年度税制改正要望事項（耕作放棄地に対する固定資産税課税強化）の見直しについ

ての働きかけ。

相続税の納税負担の軽減についての働きかけ。

三大都市圏特定市における市街化区域農地の相続税納税猶予制度の20年営農継続による免

除制度を復活することへの働きかけ。

相続税納税猶予制度適用生産緑地の賃貸を認めることへの働きかけとなっております。

こちらの陳情に関しましては、市議会で趣旨採択の議決となっております。趣旨採択につ

きましては、陳情の意思、内容につきましては十分に理解できるが、財政事情等の観点から

当分の間はこちらの内容を実現することが困難な場合に、趣旨については賛成であるという

意味での議決となります。

報告は以上となります。

○石田議長 ありがとうございました。

では、この件も含めて農業委員会、農業政策全般について何かご質問等ございましたらお

願いいたします。

（発言する者なし）
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○石田議長 事務局、何かありますか。

○事務局（青木） ありません。

──────────────────────────────────────────

◎閉会

○石田議長 それでは、本日の内容は以上となります。

長時間にわたり慎重な審議をありがとうございました。

皆様のご協力によりまして、スムーズな進行ができました。以上で第６回農業委員会総会

を終了します。

お疲れ様でした。

閉会 午後 ３時５５分
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上記は会議の内容を記載したものであるが、その内容の相違ない事を証するため、ここに

署名する。

和光市農業委員会議長

署名委員

署名委員


