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開会 午後 ２時１５分

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

◎開会

◎開議

○事務局長（深野） 委員の皆様、こんにちは。

それでは、定刻になりましたので、ただいまから第５回和光市農業委員会総会を開会いた

します。

会長、どうぞよろしくお願いいたします。

○石田会長 皆様、改めまして、こんにちは。

和光市民まつり、農産物共進会及び視察研修と、今月はいろいろありましたが、お忙しい

ところご協力いただきまして、ありがとうございます。おかげさまで滞りなく実施できまし

たことを心より御礼申上げます。

それでは、これから第５回和光市農業委員会総会を始めます。皆様の協力、よろしくお願

いします。

総会の開催に当たりまして、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。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申上げます。

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

◎議事録署名委員の指名

○石田議長 初めに、議事録署名人ですが、10番、鳥井俊之委員、11番、冨岡正浩委員にお願

いします。

よろしくお願いします。

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

◎提出議案

議案第１号 生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明願について

○石田議長 では、議案に移ります。

議案第１号 生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明願について上程いたし

ます。

事務局より説明をよろしくお願いします。

（事務局朗読説明）
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○石田議長 補足説明をお願いします。

○事務局（青木） 議案第１号の補足説明をさせていただきます。

生産緑地に係る主たる従事者等についての証明願につきましては、生産緑地の指定を受け

ていた農地で、農業経営をしていた方が亡くなられたり、故障で農業に従事することができ

なくなった場合に生産緑地を解除することができます。生産緑地を解除したい方は、市の都

市整備課に買取り申出が必要になりますが、その場合の必要添付書類となります。生産緑地

指定が解除されますと、農地転用が可能ということになります。

今回、農業委員会に提出された主たる従事者等についての証明では、解除する生産緑地に

ついて、Ａさんが存命であった時点において、この生産緑地の主たる従事者として農業に従

事していたかどうかを審査するものでございます。主たる従事者といいますのは、当該生産

緑地における農業経営に欠かすことのできない者のことを示しております。畑に出て農作業

をすることや作業場における梱包作業等、農業経営面に経済的に支えていた、意見等を示し

ていた等が該当いたします。

今回は、Ａさんが平成29年７月25日で亡くなられたことに伴い、同居されていた息子のＢ

さんからの申請になります。Ａさんは83歳で逝去されましたが、ご存命のときは農業経営を

経済面で支えておりました。農地の現在の状況につきましては、11月13日、田中委員にご同

行願いまして確認をして参りましたが、耕作及び耕うんされており問題となるような圃場で

はなかったように見受けられます。

以上を踏まえての申請でございます。

土地の管理状況は、今、写真をスクリーンに映しておりますので、ご覧ください。これま

での農業従事状況も踏まえまして、Ａさんが主たる従事者等であるかどうかについてご審議

をお願いいたします。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

ただいま写真をご覧になっておりますが、田中明委員が現地を確認していただきましたの

で、３番、田中委員から確認のご報告をよろしくお願いします。

○田中委員 では、報告をさせていただきます。

過日、13日、農業委員会事務局と10時から現況を視察をさせていただきました。健全に耕

作されており、問題無いことを確認をいたしました。

以上でございます。
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○石田議長 ありがとうございます。

この議案につきましてご意見、ご質問がありましたらお願いします。よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、採決に移ります。

この議案につきまして、承認ということに賛成の方は挙手をお願いします。

（賛成者挙手）

○石田議長 全員賛成。

よって、この議案は承認されました。

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

◎協議事項

①１２月の農業委員会総会の日程について

○石田議長 続きまして、協議事項に移ります。

協議事項①12月の農業委員会総会の日程について。

事務局より説明をお願いします。

○事務局（青木） 協議事項①12月の農業委員会総会の日程についてですが、12月の総会は、

21日木曜日、２時から第２委員会室になりますので、よろしくお願いいたします。

○石田議長 それでは、ただいま事務局から報告がありましたとおり、12月の農業委員会総会

につきまして、よろしくお願いします。

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

②第３回農地利用状況調査の実施について

○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実施について。

事務局より説明をよろしくお願いします。

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

ます。

こちらは、日程について決めていただきたいと思います。

12月４日と11日、両日とも月曜日ですが、午前か午後のどちらかお願いいたします。

調査の仕方につきましては、基本的に前回と同様、担当区域内全体を回っていただいて、

前回指導対象となった農地が２カ所ございますが、そちらも含めて農地を確認していただき

まして、あわせて違反転用地などのパトロールもお願いします。よろしくお願いします。

○石田議長 ありがとうございます。
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では、農地利用状況調査の日程ですが、今回も２回体制でお願いいたします。

車の予約の関係で、12月４日月曜日及び11日の月曜日にお願いしたいということですが、

午前か午後の日程が都合が悪いという方がいましたら、お願いします。

事務局でどちらがいいとかありますか。

○事務局（青木） 午後がいいです。午後１時半に集合をお願いしたいです。

○石田議長 では、12月４日及び11日は、１時半に市役所の駐車場に集合で、動きやすい服装

でお願いします。

この件につきまして何かご意見、ご質問ありますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいでしょうか。

では、第３回農地利用状況調査の実施については以上とします。

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

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」（案）につい

て

○石田議長 続きまして、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」（案）について協議いたします。

事務局から説明のほど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」（案）についてご説明いたします。

こちらの農地等の利用の最適化の推進に関する指針を策定する理由についてですけれども、

こちらの指針は、本市の農地利用の最適化の推進を図る上での目標設定を指針として策定す

るものでございます。

指針策定においては、農地利用最適化推進委員から意見を聞くことが義務づけられており

ますが、本市では農業委員の皆様が兼ねていることから、皆さんに意見を聴取するというこ

とになります。

続いて、指針の内容についてになりますが、県が示した参考例を和光市のバージョンで作

り変えたものになります。

第１の基本的な考え方として、農業委員会等に関する法律が改正され、農業委員会におい

ては、農地等の利用の最適化の推進が最も重要な必須事務として明確に位置づけられました。

本市においては、さまざまな生産、販売のスタイルを確立しておりますが、一方で農業従事
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者の減少が懸念されていることから、農地等の利用の最適化に向けて、市内農地の利用状況

や農地所有者の意向を調査し、遊休農地発生の未然防止について重点的に取り組み、さらに

認定農業者等が担い手の確保や新たに農業経営を営もうとする者の参入を促進していく必要

があります。

以上のような観点から、地域の特色を生かしながら、活力ある農業経営を築くため、法第

７条第１項に基づき、農業委員による担当区域ごとの活動を通じて農地等の利用の最適化が

進んでいくよう、和光市農業委員会の指針として具体的な目標と推進方法を以下のとおり定

めると表記しました。

この指針は、農林水産業地域の活力創造プランにおいて、今後10年間で担い手の農地利用

が全農地の８割を占める農業構造を確立し、それにあわせて平成35年を目標とし、農業委員

の改選期である３年ごとに検証、見直しを行うこととしております。

第２、具体的な目標と推進方法として、１、遊休農地の発生防止について、（１）遊休農

地の発生防止に関する目標は、本市における遊休農地の発生防止の目標は、遊休農地の面積

及び割合を遊休農地率０％を継続することとするとしました。

（２）遊休農地の発生防止・解消の推進方法として、農地の利用状況調査等の強化、農業

委員による地域の農地パトロール、地域の農業者からの情報収集としております。

次に、２、担い手への農地利用の集積・集約化について、（１）担い手への農地利用集積

目標ですが、現状の管内の農地面積が104ヘクタールに対して、集積面積が34.6ヘクタール

あり、集積率は36.1％となっております。これに対して、３年後は管内の農地面積が103ヘ

クタールに対して集積面積が38.6ヘクタール、集積率37.5％、６年後は管内の農地面積が

102ヘクタール、集積面積39.6ヘクタール、集積率は38.8％としております。

なお、集積率につきましては、注釈にありますとおり、和光市農業基本構想に掲げている

40％を最終的な目標としております。

（２）の担い手への農地利用の集積・集約化に向けた推進方法ですが、担い手への利用権

設定等促進事業の推進、担い手（認定農業者）の増員と継続するための取組となります。

３の新たに農業経営を営もうとする者の参入促進について、（１）新たに農業経営を営も

うとする者の参入の促進目標、本市における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３月までに５人としております。

（２）新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進に向けた推進方法としまして、地域

指導農家による知識、技術を備えた農業者の育成、県、農業協同組合、市との連携・協力に
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よる支援体制づくりとしております。

続いて、第３、地域課題の解決に向けた取組として、農業関係者懇談会の実施と農業に関

する市民要望への適切な対応、農家相談会の実施としております。

今後の流れとしましては、12月15日までに農業委員の皆さまに意見を頂戴しまして、次回

の総会で審議していただきたいと考えております。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針につきましては、農地利用の最適化の推進活動

が強化された中、今年度中に県に提出しなければならないものとなっていますので、ご協力

のほどよろしくお願いします。

来月の総会までにご覧いただいて、次回の総会で審議いたしますので、よろしくお願いし

ます。

この件についてご質問等ございますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、よろしいでしょうか。

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

④その他

○石田議長 続きまして協議事項④に移ります。

協議事項④、事務局、よろしくお願いします。

○事務局（青木） 協議事項④その他ですけれども、その他の１点目ですが、和光都市計画生

産緑地地区の変更（和光市決定）についてになります。

先日第５回和光市農業委員会総会議案書と一緒にお渡ししておりますが、こちらが都市整

備課から提出されたものとなります。内容としましては、生産緑地法第10条に基づき、主た

る従事者の死亡による買取り申出が行われたことに伴いまして、生産緑地の区域が変更とな

ったものと廃止となったものが発生しましたので、生産緑地法第１条に基づき、農業委員会

に意見を求められているものになります。

今回の対象になっている場所につきましては、和光市農業委員会総会において生産緑地に

係る農業の主たる従事者等についての証明願についてで、過去に審議しておりまして、対象

の農地が解除することに伴って、一緒に生産緑地指定を受けている農地が500平方メートル

未満になってしまい、道連れ解除になるようなことも無いので、特段問題になるところは無
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いと考えられます。こちらを踏まえて、ご協議をお願いいたします。

何か意見等あればお願いいたします。

○石田議長 和光都市計画生産緑地地区の変更（和光市決定）についてですが、こちらに関し

てご意見、ご質問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 なければ、採決に移ります。

では、この議案について意見が無いということで皆さま、よろしいでしょうか。よろしけ

れば、挙手をよろしくお願いします。

（全員挙手）

○石田議長 全員賛成で、ではこの件に関しまして異議なしということにいたします。

では、協議事項その他、事務局お願いします。

○事務局（青木） 協議事項その他はございません。

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

◎諸報告

①会長専決について

○石田議長 では、続きまして諸報告に移ります。

諸報告１番会長専決について。

事務局から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。

今月の会長専決は、３条が２件となっております。

写真は、今回相続の関係で取得したものになりますので、写真はご用意しておりません。

以上です。

○石田議長 会長専決について何かご意見、ご質問がありますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいでしょうか。

なければ、会長専決は以上とします。

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

②その他

○石田議長 諸報告②その他。

事務局からお願いします。
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○事務局（青木） 諸報告②その他、４点ございまして、１点目ですけれども、和光市民まつ

り農産物共進会についてでございます。

資料番号が２番になりますので、そちらをご覧ください。

農業委員会委員の皆さま方にはお忙しい中、人参共進会、農産物共進会、またパネル展示

につきましてお疲れさまでした。

今回は共進会につきましては、台風の影響がある中、414点の出品点数がありました。あ

わせて、各賞の受賞者リストも配付しておりますので、ご確認ください。

本日は、今回、農産物共進会と農業委員会の活動についてのパネル展示に関しまして、土

曜日と日曜日に携わってくださいましたが、農業委員会委員の皆様には農産物共進会に関す

るご意見や感想等の報告をお願いしたいと考えております。

また、パネル展示の説明員を務めてくださった４番、新坂委員、５番、大熊委員、８番、

加藤委員につきましては、パネル展示の実施における報告や感想等もあわせてお願いしたい

と考えております。

また、優良農業者表彰の関係になりますが、要綱の変更がございます。

田中委員から以前ご指摘があった部分で、優良農業経営者表彰要綱と優良農業後継者表彰

要綱の１番（１）に記載されている文言の変更になります。

（１）として、「人格的に地域農家の模範として、尊敬を受けている人」と記載されてい

ましたが、こちらの「尊敬を受けている人」の部分を「信頼の厚い人」に変更させていただ

きました。

説明は以上です。

○石田議長 農業委員会委員の皆さまには、和光市民まつり農産物共進会の運営におきまして、

大変ご尽力をいただき、無事滞りなくできましたことを御礼申上げます。

今回、農業委員会委員がパネル展示を行い、また和光市民まつり農産物共進会でいろいろ

お手伝いしていただきましたが、そちらの感想、報告等をお願いしたいと思いますので、で

はパネル展示を説明していただきました農業委員会委員さんに感想や報告等ありましたらお

願いしたいと思います。

では、４番、新坂委員からご報告よろしくお願いします。

○新坂委員 それでは、私から市民まつりにおける農業委員会の活動のパネル展示についてご

報告いたします。

今回、私のほうで土曜日と日曜日の説明を行いましたところ、土曜日が７名、日曜日が６
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名の来場見学がありました。その中で質問があったのが、それぞれ２名ずついました。

質問の内容といたしましては、和光市の野菜はどこで買えるのかというものが両日ともあ

りました。こちらに対しては、木曜市や軽トラ市、庭先販売のチラシを渡して説明いたしま

した。

次に、専業農家戸数が50戸となっているが、本当にそんなにいるのですかという質問があ

りました。これに対しては、2015年農業センサスによりこの数字になっておりますとお答え

いたしました。

また、参考までに、朝霞市、新座市、志木市の専業農家戸数も和光と同じような数字とな

っていることもご説明いたしました。

質問の最後には、勤労福祉センターアクシスはどこにありますかという質問がありました。

こちらは地図を示して案内いたしました。

最後に、今回のパネル展示の感想を申上げますと、パネルの前で声を出して呼びかけてい

るだけでは、なかなかインパクトが弱く、足をとめてくれる人が少なかったということです。

来年以降も展示をするのであれば、何かもう一工夫があればと思いました。

例えば、農業委員会の活動を知っていただくために、「遊休農地解消」とかいうメッセー

ジの入ったのぼりを立てたり、団体名の入った帽子やブルゾンといったものを用意して、来

場者に和光市の農業委員会をアピールすることを考えました。

私からの報告は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。ご苦労さまでした。

続きまして、５番、大熊委員よりよろしくお願いします。

○大熊委員 それでは、新坂委員が一生懸命いろいろの人に対応していただきました中で、気

になった部分といいますか、せっかくすばらしいパネルを展示させてもらって説明する中で、

今一つ、今回初めてということで、ＰＲが足らなかったんではないかということを感じまし

た。できればわこうっちやさつきちゃんがいる中、来てもらって、何をやっているんだろう

っていう、せっかくやっているところに人を集めてもらうような形も１つの方法かと思いま

すので、次の和光市民まつり農産物共進会のときにパネル展示をするんであれば、もう少し

やっているというアピールを出したほうがいいんではないかと感じました。

以上でございます。

○石田議長 ご苦労さまでした。

続きまして、８番、加藤委員、よろしくお願いします。
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○加藤委員 大部分を新坂委員に担っていただきまして、本当にありがとうございました。

特に気づいたところとなると、若干奥まったところで、人目を引くではないですけれども、

宝船の隣あたりとか、ちょっと場所的なものも、もう少し考えて位置づけてもらえば、もう

ちょっと目立って、説明するほうも張り合いがあったのかな、そういうふうに感じました。

また、デザイン的には、もうちょっと色使いとか、何かちょっと工夫すると、目を引くん

ではないかなと感じた次第です。

以上です。

○石田議長 ありがとうございました。

説明員の皆様、大変ご苦労さまでした。

また、他の皆様から今年の和光市民まつり農産物共進会について、何か気づいた点、感想

などありましたら、お願いいたします。

（発言する者なし）

○石田議長 では、優良農業経営者表彰要綱及び優良農業後継者表彰要綱の(１）番の「人格

的に地域農家の模範として」の後の「尊敬を受けている人」から「信頼が厚い人」というこ

とに変更するということで、よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、このように変更させていただきます。

他に何かございますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 なければ、和光市民まつり農産物共進会は以上といたします。

大変お疲れさまでした。

では、次に諸報告その他、事務局から説明をよろしくお願いします。

○事務局（青木） 諸報告その他の２点目になります。

資料番号３番になりますが、農地法第３条、第４条、第５条の申請の流れについてでござ

います。

これまで農地法の許可の審査の内容等は、埼玉県さいたま農林振興センターの担当者の方

が来て説明されたのでお分かりかと存じますが、書類の流れが、申請者が提出してからどう

なっているのかという部分は、土地の所有者で申請したことがある方以外はよく分からない

部分かと存じまして、このような資料をお作りしました。

では、この資料に沿って説明いたします。
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まず、農地法の申請には、畑を畑のままに使用し、所有権や賃借権等の権利移動が発生す

ると農地法第３条申請、畑から駐車場や資材置場に転用する場合で、所有権がそのまま土地

所有者である場合が農地法第４条申請、所有権や賃借権等を業者へ移動する場合が農地法第

５条申請と、３種類が主な農地法の申請になります。

このうち農地法第３条申請につきましては、許可が農業委員会の許可で、届出は和光市農

業委員会の会長専決となっております。他の申請と違いまして、市街化区域か市街化調整区

域かという区分ではなく、内容によって許可申請か届出かが変わります。主なものとして、

相続により畑を取得する場合は届出、売買による農地の取得は許可という形になります。総

会におきましては、許可は議案になりまして、届出は報告ということになります。

許可は、市の許可ですので、総会で審議して、許可相当となりましたら、総会後に農業委

員会で許可証を発行します。届出は申請から10日ぐらいで受理通知書を発行するという形に

なります。

続いて、農地法第４条と農地法第５条の申請につきましては、こちらの市街化調整区域が

許可申請で、市街化区域が届出という形になります。

許可申請からご説明しますと、締切日が毎月９日になっておりまして、休みの場合は翌営

業日となります。９日が土曜日であると、11日が締切日になるという形になります。

受付後ですが、申請内容の審査を行います。また、現地確認を行いまして、写真撮影など

を行います。

この現地確認ですが、許可申請が提出された場合、農業委員会委員の皆さまも必ず現地確

認に行くようにお願いします。事務局が現地確認する日に、農業委員会委員の皆さまにも声

をかけますので、ご都合がいい方は一緒にご同行していただきたいと考えています。総会の

ときに参考人呼び出しがありますので、そのときにご質問をしていただくようにお願いしま

す。

こちら、決裁権者は、農地法第４条許可申請、農地法第５条許可申請は、県許可になりま

して、４ヘクタール以下はさいたま農林振興センターの扱いとなります。４ヘクタールを超

えると、農業政策課の扱いとなります。

総会が毎月下旬になりまして、こちらで皆さんに審議していただいて、参考人の方も呼び

出しております。

総会が終わりましたら、30アール以上は意見照会で、農業委員会ネットワーク機構に意見

照会を行います。
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その後、意見書を添付して、埼玉県さいたま農林振興センターへ進達しております。皆さ

んがいつも取り扱うのは、大体この右側の30アール未満の部分であり、こちらの農業委員会

の総会の意見書を添付して、埼玉県さいたま農林振興センターへ書類を持って行っている形

になります。

こちらは標準処理期間も、記載されているとおり定まっております。

県に書類を進達すると、県の担当者が翌月の初旬になりますが、現地調査に参ります。大

きい案件になると二人で来ますが、大体が一人の担当者が現地調査に来るような形になって

おります。

その後、県で許可、不許可が決定されまして、指令書が交付されるという形になります。

指令書は一度農業委員会を経由しまして、農業委員会の事務局から申請者へ渡しております。

許可後になりますが、こちらは工事完了報告書、確認願が提出されまして、工事完了検査

に、事務局と農業委員会委員で検査に行く形になります。そこで問題がなければ、工事完了

報告書と確認願を発行して、申請者にお渡しするという形になります。あわせて、県にも書

類を１部持って行きます。

許可の流れはこのような形になります。

届出ですが、こちらは締切日はなく、随時受け付けしております。市街化区域内の農地の

場合ですね。

受付後は、農地法許可申請と同じように届出内容の審査を行い、現地を確認して、写真撮

影を行っております。

和光市農業委員会の会長専決という形になりまして、届出から１週間から10日で受理通知

書が発行されております。総会には、先ほどもありました諸報告という形で報告させていた

だいております。

こちらについては以上になります。

○石田議長 ありがとうございます。

諸報告その他の２点目は、農地法第３条、４条、５条の申請の流れについてですが、この

件に関してご意見、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、次に移ります。

次に、事務局、よろしくお願いします。
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○事務局（青木） 続きまして、諸報告その他３点目ですが、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、こちらに映されたもの以外の活動があり

ましたら、ご報告をお願いします。

また、あわせまして、今回視察研修会を行いましたので、資料４という形で配っておりま

すが、こちらで学んだことや感想等の報告もお願いできればと考えております。どうぞよろ

しくお願いします。

○石田議長 では、活動報告の発表をお願いしていきます。

まず、私からですが、ちょっと共通事項が見えづらいので、もし分からないようでしたら、

確認しながらお願いします。

また、先ほどの和光市民まつり農産物共進会についての活動についての感想もございまし

たら、一言よろしくお願いしたいと思います。

また、視察研修会の宮代町とアグリパークゆめすぎとに行ったときの感想もございました

ら、一緒にお願いしたいと思います。

では、私から報告いたします。

共通事項の他は、10月25日の午後に市長との面談がございました。その他は、11月18日、

畑を一回り見させてもらいました。その他は特にありません。

農産物共進会につきましては、表彰状を授与するという大役をいただきまして、大変緊張

したという、もうそれ一点でございます。

視察研修会につきましては、思ったよりも宮代町は水田地帯ですけれども、畑作について

の話が多かったので、参考になりよかったかなと思います。また、相手方の会長さんが食事

の時間までご一緒していただいて、大変いろいろなお話をさせてもらって、ありがたいと思

いました。ただ、和光市の都市農業の現状のことから考えると、農業規模などが少し違うの

かなと感じる部分もありました。また、次回視察等ございましたら、事務局とも相談して、

ぜひ参考になるところを行きたいと思いますので、その辺も含めてよろしくお願いしたいと

思います。

以上です。

では、続きまして３番、田中明委員からよろしくお願いします。

○田中委員 今回は、共通事項のみでございます。

○石田議長 では、４番、新坂委員、よろしくお願いします。
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○新坂委員 10月31日、和光市民まつり実行委員会に参加しました。

翌月11月２日、和光市民まつり実行委員会の広報活動でわこうっちの中に入ってきました。

あと、11月９日、人参共進会の坪掘りに参加してきました。

あとは、11月11日、共進会とは別に、和光市民まつり実行委員会に出てきました。

11月12日、こちらも和光市民まつり実行委員会にも参加しました。

最後に、視察研修会の感想ですが、宮代町はやっぱり会長が今、先ほどおっしゃったよう

に、和光市の現状とはかなりちょっと違うなという印象は受けましたが、農業委員会の方や

市役所の方々の厚い熱意というのはすごく伝わって、貴重なお話を聞かせていただいたなと

いうのは思いました。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

では、５番、大熊勲委員、よろしくお願いします。

○大熊委員 共通事項以外はございません。

○石田議長 では、６番、山﨑とよ子委員、お願いします。

○山﨑（と）委員 私も共通事項の活動になります。

和光市民まつり農産物共進会には本当にご協力できませんで、申し訳なかったです。

○石田議長 では、７番、北嶋美栄子委員、お願いします。

○北嶋委員 11月９日木曜日、人参坪掘共進会に参加いたしました。

11月14日火曜日、午後から引き続き農業経営を行っている旨の証明願に伴う現地状況調査

に行ってまいりました。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

続きまして、８番、加藤政利委員、よろしくお願いします。

○加藤委員 共通事項以外ですと、10月30日、第23回和光市担い手育成総合支援協議会の総会

に出席しました。午前10時からです。

それから、10月31日、３条申請による現地の調査を事務局と一緒に行いました。午後１時

からです。

それから、11月２日、優良農業経営者市民まつりの表彰式の出席依頼を行いました。

11月17日、これは二軒新田支部の関係ですけれども、共済の達成祝いということで出席を

いたしました。
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それから、11月21日の研修の関係ですけれども、新しい村というところで行わさせていた

だきましたけれども、和光市にも、よく考えてみるとアグリパークという、そういうところ

がありまして、そこを将来的には農産物の直売所とか、またそういうものに併設できるよう

なことができるといいのかな。そういうのを感じてまいりました。

また、２５４バイパスの事業の進展に伴いまして、またその地域も少しずつ変わってくる

のかなと思いますので、そういったところも将来的に考え合わせられたら、また和光の農産

物のＰＲにもなるのかな。そこのところを思いましたので、将来的に検討していただければ

ありがたいなと思っております。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

続きまして、９番、山﨑孝明委員、お願いします。

○山﨑（孝）委員 共通事項で一緒です。

○石田議長 ありがとうございます。

続きまして、10番、鳥井俊之委員、よろしくお願いします。

○鳥井委員 まず、11月５日に優良農業経営者の方に表彰式への出欠確認を行いまして、後日、

事務局へ報告いたしました。

そして、11月11日ですが、市民まつり農産物共進会は、風邪を引いてしまって出席できま

せんでした。皆さまにご迷惑をおかけしまして、すみませんでした。

そして、11月21日の視察研修会についてですが、宮代町については、新規農業者支援事業

など、そういう取組がもうかなり進んでいるところもあるなというふうに実感いたしまして、

それで和光市とちょっと比較すると、農業の規模であったり、状況が少し違っているのかな

と感じましたので、そういう和光市の農業の規模や状況と同じようなまちへの視察が今後で

きたらいいんではないかなと感じました。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

続きまして、11番、冨岡委員、よろしくお願いします。

○冨岡委員 共通事項以外に、10月30日、第23回和光市担い手育成総合支援協議会の総会に参

加いたしました。

それ以外は無いですが、11月９日の人参坪掘共進会のときに、人参をうちで洗いました。

○石田議長 ありがとうございます。



－18－

その他報告、皆さん、活動報告についてのご質問等ございますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 事務局どうぞ。

○事務局（青木） 資料４について、説明させていただきますと、視察研修会で宮代町の遊休

農地対策の説明していただきまして、早速何か次の日にＣが農業に参入するということで記

事になっていたという件になります。

今回、お貸しする農地の一部が遊休農地であって、その部分を解消したというような説明

をされていましたが、今後、貸していく農地を増やしていくということを何か検討している

というような説明があったかと思いますけれども、そちらの関係の記事が載っていたという

ことで、石田会長からのご提供でございます。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

その他農業委員会委員の皆さまからありますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいでしょうか。

では、諸報告、次、よろしくお願いします。

○事務局（青木） 諸報告その他４点目ですが、日程の確認になります。

来月の５日の火曜日になりますが、２時から第３回農産物共進会実行委員会が開催されま

す。こちらに関係する委員さんが、石田会長、新坂委員、北嶋委員、山﨑孝明委員でござい

ます。

こちらが終了後、３時半から和光市担い手育成総合支援協議会が開催されます。４名の認

定農業者の申請が提出されておりまして、こちらに関係する委員さんが、冨岡会長代理、加

藤委員になります。よろしくお願いいたします。

最後に、１月の総会日程の確認ですが、１月23日火曜日の２時に第２委員会室ということ

になります。

同日６時から、あさか野農業協同組合と和光市農業委員会の合同新年会が行われます。こ

ちらは、場所は五十六を予約しております。和光市長、和光市議会議長、市民環境部長と来

賓の方をご招待しますので、農業委員会委員の方もご予定をお願いいたします。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。
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諸報告その他４点目は日程の確認です。関係する委員さんにつきましては、お忙しい中で

すが、よろしくお願いしたいと思います。

何かご質問等ございますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 なければ、次に。

事務局、お願いします。

○事務局（青木） 諸報告その他の５点目で、最後になりますが、先日都市整備課から、第１

種農地について、今後どういうふうにしていきたいかというようなことを聞かれまして、そ

ちらの説明になりますが、スクリーンをご覧ください。アグリパークがある部分ですけれど

も、左上の黄緑で囲った部分、こちらが農地が集まっていて、10ヘクタール以上集まってお

りますので、ここが第１種農地という形で、原則転用が不許可なところになります。この部

分について農業委員会として農地を保持していきたいかということになります。都市整備課

が進めているものが、（仮称）和光北インター東部地区土地利用の取組で、現在の第１種農

地の南の部分が網かけ状になっておりますけれども、そこの部分まで市街化区域になるとい

うような形になります。

網かけ部分が今は農地になっていて、第１種とみなしている部分ですけれども、そこは区

画整理事業に入ってしまうので、その北側の道路に上下水道とガス管の２つ以上を埋設し、

なおかつ病院や学校の施設の500メートル以内、２施設以上の500メートル以内に該当すると、

これが第３種という見方に変わってしまいます。したがって、第１種農地を残していきたい

ということになりますと、その北側の道路に水道、下水道、ガス管の２つ以上を埋設しない

ような形で要望していくと、第１種農地が保たれていく、保持していけるというような状況

になっております。

11月の初旬に、都市整備課から第１種農地についての質問があったので、それに対しては、

会長とご相談いたしまして、できるだけ第１種農地として残していきたいという回答をしま

した。ただし、水道は使う農家がいるかもしれないので、水道は入れてもいいけれども、下

水道はやめてほしいというような、そういう回答を都市整備課に行っております。

こちらの都市整備課の進捗状況としましては、第１種農地としてなっている部分ですけれ

ども、ここもちょっと市街化にいずれは編入されていくという予定になっておりまして、今

現在では計画段階ですけれども、担当の課で地権者に戸別に訪問して回っているというよう

な状況です。
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県とも調整しながらということになりますけれども、いずれ市街化編入の手続をしていく

ということになっております。

今後、90％以上の地権者の同意を目指しているということですけれども、どのぐらい同意

しているかっていうのは、まだアンケートをとってないので分からない部分ですけれども、

今後の流れとしましては、組合の準備会ができて、その後、区画整理組合という形になって

いくという流れになります。今はまだ戸別訪問しているというような状況になっております。

報告は以上です。

○石田議長 水道道路から国道の254バイパス、現在、水道道路のところからオリンピック道

路と呼ばれる笹目通りへ道をつけたいというのが国と県との半々の事業ということで進めら

れているそうです。残地を残さないように区画整理をしていかなければいけないのではない

かということで、このような形で区画整理等に向けて計画が出ているそうです。

これに伴いまして、都市整備課から第１種農地についての問合わせがありましたので、ガ

ス管、水道管、下水道施設を３つ入れると、両側が第１種農地ではなくなってしまうという

ことで、第１種農地に面している部分には埋設しないで、一本南側で計画されている大通り

沿いに埋設してもらって、使用したい人はそちらから敷地まで延長して使っていただきたい。

下水道とガス管は、そういう形にしてほしいという意見を発言させていただきました。

第１種はできるだけ残したいなと考えていますので、このような話があるということでご

承知おきをしておいていただきたいと考えてますので、よろしくお願いします。

その他事務局、ありますか。

○事務局（青木） ありません。

○石田議長 皆さまからも何かございますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、よろしいでしょうか。

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

◎閉会

○石田議長 本日の内容は以上となります。

長時間にわたって慎重なご審議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。

これで第５回農業委員会総会を終了します。

大変お疲れ様でした。ありがとうございました。
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閉会 午後 ３時３０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


