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欠席委員（１名）

２番 冨 澤 登 君

──────────────────────────────────────────
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開会 午後 ２時００分

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

◎開会

◎開議

○事務局長（深野） 委員の皆さん、こんにちは。

足元の悪い中、また随分寒くなりましたが、第４回の農業委員会総会にご出席いただきあ

りがとうございました。

この後、進行を会長、どうぞよろしくお願いいたします。

○石田会長 皆様、こんにちは。

10月の農地利用状況調査につきましては、忙しい中、また雨降った日もありましたが、皆

様ご協力、大変ありがとうございました。おかげさま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し上げます。

では、これから第４回和光市農業委員会総会を始めます。皆様の協力をよろしくお願いし

ます。

総会の開催に当たりまして、本日は、２番、冨澤登委員より欠席の連絡がありました。本

日、出席委員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、議事録署名人ですが、８番、加藤政利委員、９番、山 孝明委員にお願

いいたします。

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 それでは、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を上程いた

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。

本案件につきましては、新体制になってから初めての案件ですので、制度の概要も踏まえ

て説明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、その農地を市に対して買取り申出を行い、申請から３カ月当該農地につい

て買取り申出が無かった場合、生産緑地を解除することができます。買取り申出は、市の都

市整備課に申請するものですが、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、そ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して、畑に出て農作

業をすることや作業場における梱包作業、農業経営を経済的に支えていること等を指しま

す。

今回は、Ａさんが平成29年５月18日で亡くなられたことに伴い、同居されていた息子のＢ

さんからの申請となります。Ａさんは、亡くなる前は年間300日の農業従事を行っており、

亡くなる１カ月前まで畑に出て作業をしておりました。農地の現在の状況につきましては、

10月12日、大熊委員にご同行を願いまして確認をして参りましたが、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。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

ただいま写真を映しておりますので、ご覧になりながら、現地確認をいたしました大熊勲

委員から確認の結果のご報告をお願いいたします。

５番、大熊勲委員。



－5－

○大熊委員 それでは報告させていただきます。

先日の12日に事務局と一緒に確認をしたところ、非常にきれいに管理されており作付けも

されておりましたので、適正だと思いますので、ご報告申し上げます。

○石田議長 ありがとうございます。

それでは、写真を確認していただきながら、この議案につきましてご意見、ご質問等ござ

いますでしょうか。

何かござい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

①１１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①11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①11月の農業委員会総会の日程についてですが、１日だけの提案

になってしまいますが、11月29日の水曜日午前か午後でお願いします。場所は、第２委員会

室が取れております。

それでは、ご協議のほどよろしくお願いします。

○石田議長 11月の29日水曜日の午前か午後という１日ということですが、皆さん、ご都合は

どちらがよろしいでしょうか。

（「午後」の声あり）

○石田議長 皆さん、午後ということでよろしいですか。では、11月29日の午後２時開会とい

うことで、11月の総会はよろしくお願いします。

（発言する者あり）

──────────────────────────────────────────
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②第２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２回農地利用状況調査の審査について、事務局より説

明をよろしくお願いします。

○事務局（青木） 協議事項②第２回農地利用状況調査の審査について事務局より説明いたし

ます。

まずは、農地利用状況調査を行っていただいた委員の方々、どうもお疲れさまでした。あ

りがとうございました。

写真を見ながら資料２で説明させていただきたいと思います。

では、１番から説明させていただきます。

下新倉三丁目＊－＊、＊－＊、＊－＊でＣさんのところですけれども、こちら前回の判定

で強めの指導ということで通知文書を送らせていただいたところですけれども、今ご覧にな

っている写真のとおり、きれいに整備されております。

○石田議長 １番ですが、今回、大分きれいに保全管理されていますので、見られた委員さん

も大分よくなったんではないかなと感じているとは思いますので、今回は指導文書等は出さ

ないで、次回も現場を調査するという形で、その場では判断いたしましたが、皆様、その判

断でいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、こちらは引き続き見させてはもらうが、今回は指導文書等は出さないとい

う判断でお願いします。

では、２番をお願いします。

○事務局（青木） ２番が下新倉三丁目＊－＊と＊－＊で、Ｃさんのところになります。前回、

強めの指導を行ったところでございます。

○石田議長 では、引き続き２番になります。Ｃさんの畑ですが、現地を見に行った委員は見

られたと思いますが、ちょうど本人が畑の整備をしていましたので、今回は指導はしないと

いう形の判断でいいのかなという、現地ではそういう判断をしましたが、皆様、そのような

形でよろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、今回は指導しない形にします。

では、３番をお願いします。４番と一緒ですね。

○事務局（青木） ３番と４番がもともと１つの筆が分筆されたところで、こちらの写真１枚
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に収まっております。下新倉六丁目＊－＊と＊－＊で、ＤさんとＥさんのところになります。

前回、強めの指導を文書郵送で行いまして、保全管理しているような状況にはなります。

○石田議長 ３番と４番は同じ場所で、２筆に分かれていますが、保全管理をしているので、

今回は、保留という形で現地で判断いたしました。皆様、そのような形でよろしいでしょ

うか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、これは保留ということで、次回また確認するという形でいきます。

では、新倉・本町エリアの５番をよろしくお願いします。

○事務局（青木） では、５番の新倉一丁目＊－＊、Ｆさんのところで、前回、強めの指導を

文書で送らせていただきましたところ、きれいに整備されておりました。

○石田議長 ５番のＦさんの畑ですが、きれいになっていましたので、特に指導なしというこ

とで判断いたしましたが、皆様、よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、また引き続き確認するということで、今回は指導なしということでよろし

くお願いします。

では、続きまして６番をよろしくお願いします。

○事務局（青木） ６番の新倉四丁目＊、＊で、Ｇさんのところになります。

今回、初めてということもあるので、普通の文書を送らせていただければと考えておりま

すが、いかがでしょうか。

○石田議長 ６番のＧさんの畑ですが、普通の指導文書を出させてもらうということでよろし

いですか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、これは普通の指導文書を出すということでよろしくお願いします。

では、続きまして７番をお願いします。

○事務局（青木） ７番の新倉二丁目＊－＊でＦさん、Ｈさんですが、前回強めの指導文書を

お二人の方に送らせていただいたところでございます。

こちらにつきましては、石田会長と山﨑孝明委員と事務局２人でＦさんのところに保全管

理の指導を行ってきましたので、来月の総会でご報告いたします。

○石田議長 では、来月の総会で状況等の報告をお願いします。

では、次、８番よろしくお願いします。
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○事務局（青木） ８番、新倉七丁目＊－＊になります。Ｉさんの畑になりまして、前回、強

めの指導文書を送ったところでございます。今回につきましても強めの文書を送らせていた

だきたいと考えております。

ご協議のほど、よろしくお願いします。

○石田議長 ８番のＩさんの畑ですが、強めの指導文書を出させていただきますが、よろしい

でしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、これは強めの指導文書を送るということでお願いします。

では、続きまして９番お願いします。

○事務局（青木） ９番の新倉七丁目＊－＊、Ｊさんです。前回、強めの指導文書を送らせて

いただいたところ、きれいに保全管理されていますので、指導はなしということで考えてお

ります。

○石田議長 では、９番のＪさんの畑ですが、保全管理されていますので、指導はしないとい

う形で、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、指導文書の送付につきましては事務局よろしくお願いします。

○事務局（青木） はい。

○石田議長 では、利用状況調査の結果について、何か皆様ございますでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、次に行きます。

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

③優良農業者表彰の審査について

○石田議長 続きまして、協議事項３、優良農業者表彰の審査について、事務局、説明をよろ

しくお願いします。

○事務局（青木） 協議事項③優良農業者表彰の審査についてですが、本日お配りしました資

料３をご覧ください。優良農業者表彰について（案）になります。

こちらは、経営者が５名、配偶者が１名ということで推薦をしていただいております。

（事務局朗読説明）

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。
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では、今、優良農業者の推薦を皆様からいただきましてありがとうございます。では、各

候補者の推薦をされた方から推薦理由を一人ずつ述べていただきます。

では、まず、１番、二軒新田、Ｋさんを推薦されました８番、加藤委員、推薦理由をよろ

しくお願いします。

○加藤委員 Ｋさんは、二軒新田の地域にありましても、中核的というよりも結構指導的な立

場のところもございまして、私から常に見させていただいても畑の管理、また農作物の出来

具合も常に見させていただいているんですけれども、丁寧な仕事をされている方で、まさし

くこういう優良農業経営者に当たるのではないかなと常に思っているところでございます。

その他にも、和光出荷組合という団体がございまして、その中の会長を務めていただいた

りとか、また農産物直売所へ出荷をされているとか、さまざまな分野で活躍されている方で

ございます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

○石田議長 続きまして、向山のＬさんのご推薦をしました２番、冨澤委員が本日欠席ですの

で、事務局から推薦理由をかわりにお願いします。

○事務局（青木） Ｌさんですが、長年農業に従事されておりまして、地域でも指導的な立場

で頑張っていられるということで推薦がありました。

以上です。

○石田議長 続きまして、大一のＭさんの推薦をしました５番、大熊委員、よろしくお願いし

ます。

○大熊委員 地域で大先輩でもありますし、花の生産を行っており、今年の夏頃に賞をもらう

ようなすばらしい農家でございますので、またＭさんを助けてすばらしい後継者、私と歳は

Ｍさんよりは近いので非常に二代目も立派に育っておるので、Ｍさんはもう言うまでもなく

対象だと思いますので、ご推薦させていただきましたので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

○石田議長 続きまして、西本村、Ｎさん、こちらは私の地区ですので、Ｎさんは、日々一生

懸命農家をやっていまして、直売センター等々にふだんから一生懸命出しています。今、自

治会等の会長等もやっていらして忙しい中ですが、毎日のように畑に行っていらっしゃいま

すので、大分立派にやられているので、今回推薦させていただきました。

以上です。

続きまして、富貴揚のＯさんの推薦をされました10番、鳥井委員、よろしくお願いします。
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○鳥井委員 Ｏさんは、86歳という高齢ではあるんですが、大変お元気で熱心に農業に従事さ

れております。主に梨やブドウなど果樹の栽培を中心にされておりまして、それで自宅で直

売をしているような形で農業をやっております。

私たち若手に対しても顔を合わせるたびにいろいろなご指導をいただいたり、野菜の栽培

の仕方はもちろんなんですが、野菜の販売の仕方などそういうアドバイスをたくさんいただ

いたりしております。

地域の農家の模範となるという点で、とても適していると思いましたので、推薦いたしま

した。どうぞよろしくお願いいたします。

○石田議長 続きまして、優良農業配偶者で新生のＰさんを推薦されました５番、大熊委員、

よろしくお願いします。

○大熊委員 Ｐさんの夫は、非常に若くて地域でもリーダー的な存在ですばらしい農業経営を

行っており、それを助けて、子育てが一段落しまして、２人で頑張っていくんではないかと

いうことでありますので、非常に有望なので推薦させていただきましたので、よろしくお願

いしたいと思います。

○石田議長 皆様からの説明がありました。その他はいいですよね。

では、今の候補者について、この６名でよろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 特に異議がなければ、候補者はこの６名で農業委員から表彰者として決定させて

いただきます。

では、この後の流れについて、事務局で説明をよろしくお願いします。

○事務局（青木） 受賞決定後の今後の流れになりますけれども、後日、事務局から担当地区

の委員の皆様へ受賞者への通知文書をお渡しいたしますので、それを委員の皆様から受賞者

へお渡しいただきたいと思います。その際、受賞をしていただけるかどうかの確認をしてい

ただき、合わせて11月12日の日曜日に表彰式がございますので、表彰式に出席可能であるか

確認していただきまして、11月６日月曜日までに事務局まで連絡をお願いします。

なお、ご本人が出席難しいという場合には、代理で農業委員の方が受賞をしていただく形

になりますので、よろしくお願いいたします。

次に、記念品についてですけれども、前回総会にて、事務局案でカタログギフトを提案さ

せていただきましたが、置時計の提案がありましたので、こちらに優良農業者表彰誰々とい

う名前を入れさせていただいて、お渡しできればと考えております。こちらでよろしいかご
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協議お願いします。

○石田議長 記念品の件ですが、今、写真に出ているような置時計ということで、そこに優良

農業者表彰と名前を入れて、「和光市農業委員会」と最後に入れてもらって記念品とすると

いう案ですが、皆様、いかがでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、これで進めさせていただきますので、よろしくお願いします。

10番、鳥井委員。

○鳥井委員 表彰者の方、当日の時間などは何時から何時というお話をしたらよろしいでしょ

うか。

○石田議長 事務局。

○事務局（青木） 詳細につきましては、後日、通知文書を送らせていただきますが10時20分

にステージ脇に集合していただくような形でお願いいたします。

○石田議長 私からも一点お聞きします。

受賞の報告をする農業委員は、受賞が決定したということだけを伝えるんですか、それと

も出欠までとりますか。

事務局。

○事務局（青木） 事務局からも後日出欠の連絡をとらせていただきますが、農業委員会委員

の皆様からも受賞をお伝えいただいて、当日出席できるかどうかのご確認をお願いします。

その結果を11月６日の月曜日までに、ご連絡いただきたいと考えております。

○石田議長 では、もう１点伺います。

受賞を報告するときに、先ほど言われた何日の何時頃に来てほしいということと、駐車場

はないとかというそういうところまで言わないと、行く予定だったけれども駐車場がないか

ら行けないよと言われてしまうので、その辺のちょっと細かいところも報告する人に後で個

別でいいので言ってもらって、それで来てもらえるかどうか確認したほうがいいので、事務

局、説明をよろしくお願いします。

○事務局（青木） 当日は、駐車場がございませんので、送迎していただくか、徒歩、自転車、

バイクのいずれかでお願いします。集合は10時20分にステージ脇でございます。よろしくお

願いします。

○石田議長 ８番、加藤委員。

○加藤委員 この優良農業者表彰について、これは各支部長から推薦があったかと思いますが、
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表彰者が決定したということを農業委員が直接伝えるというのは、支部長さん抜きになって

しまうので、そこのところはやはり順序を踏んだほうがいいのではないかなと思うんですけ

れども、そこのところはいかがでしょうか。

○石田議長 事務局、いかがですか。

○事務局（青木） はい、そうですね。昨年の流れからいきますと、受賞通知につきましては、

農業委員さんから直接渡していただいたところではあるんですけれども、支部長さんにお渡

ししたほうがいいという集落があれば、それは支部長さんからお渡ししていただいていいか

と思うんですけれども、事務局からも支部長さんにお礼の連絡、推薦していただいて受賞さ

れましたというような報告はさせていただきたいとは考えております。

○石田議長 ８番、加藤委員。

○加藤委員 そういう流れでしたら、支部長さんにも農業委員会としての意思も伝わっている

かなと思うので、それで結構かなと思います。では、その受賞の通知は、農業委員から本人

にお知らせすると、そういう形でよろしいですね。

○石田議長 事務局。

○事務局（青木） 農業委員さんから受賞された方にお渡ししていただくということでお願い

いたします。

○加藤委員 わかりました。

○石田議長 今回、支部長にもお願いしているので、支部長にも一声かけて、受賞者にご連絡

いただければ丁寧になりますので、その気遣いをよろしくお願いします。

その他、何かありますでしょうか。

３番、田中委員。

○田中委員 懸念することはないかもしれませんが、支部長さんに話が行っても、極端に言え

ば農業委員さんがお知らせするときに、支部長さんからご推薦をいただいて、農業委員会で

審議したところ、表彰決まりましたということは、支部長は農業委員ではなくて農協単位で

動いているので、その辺は大丈夫だと思います。推薦があって、農業委員会でこういうふう

に決定したという言い方だったら全然問題ないと思います。支部長の顔は絶対壊れないので

はないでしょうか。

○石田議長 では、よろしいでしょうか。

その他、何かありますでしょうか。

（発言する者なし）
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○石田議長 では、次に移らせていただきます。

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

④和光市民まつり農産物共進会の体制について

○石田議長 協議事項④和光市市民まつり農産物共進会の体制について。

事務局からよろしくお願いします。

○事務局（青木） 協議事項④農産物共進会の役割分担についてになります。農産物共進会の

体制についてでございます。

本日配付資料の４番、平成29年農産物共進会役割分担表（案）をご覧ください。こちらで

説明させていただきます。

１枚めくっていただきまして、人参共進会のところから始まります。11月９日の木曜日に

なりますけれども、９時から人参共進会が始まりまして、審査委員として山﨑孝明委員、北

嶋委員、新坂委員にお願いしております。集合場所、時間については、別途通知させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。

続いて、金曜日は無く、11日の土曜日になりますが、農産物の共進会の搬入などのご協力

をお願いしたいと思います。

資料の２ページになりますが、８時45分にサンアゼリア小ホール裏の搬入口に集合してい

ただきます。９時から農産物の搬入が始まりまして、受付台までの運搬として農業委員が冨

岡会長代理、山﨑孝明委員になります。こちらは、搬入車からの運搬作業ということになり

ます。

２の荷造り、ごみ片付けとして鳥井委員、新坂委員、大熊委員にお願いします。こちらは、

農産物を運んで来たときに包装されておりますので、その包装とひも等を除去してエレベー

ターの台車に乗せていただくというような作業になります。

続いて、エレベーターの運搬ですが、加藤委員にお願いします。台車に乗せられた農産物

をエレベーターで小ホールまで運搬していただくという作業になります。

ホール内での展示物の陳列が石田会長、田中委員、北嶋委員になります。運ばれて来た農

産物をホール内にきれいに陳列していただくという作業になります。陳列の仕方は、陳列図

が現場に置いてありますので、それを参考にお願いいたします。

ページをめくっていただきまして、10時半から審査委員会の準備という形になりまして、

こちら全員の方にやっていただく作業で、規格の最終確認と審査台帳の切り離しという形に

なります。黄色の審査台帳が農産物についておりますので、それを半分切り離していただい
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くというような作業になります。

その後、昼食をとっていただきます。昼食をとる場所が舞台の裏手に楽屋１、２というと

ころがございますので、そちらでお弁当とお茶をご用意させていただきますので、そちらを

お食事していただく形になります。

午後になりますが、12時20分から審査委員会になります。こちら会長と会長代理が審査委

員を務めていただきますので、よろしくお願いいたします。

12時半から農業委員会のパネルの展示を行いたいと考えております。こちらの説明員とし

て大熊委員と新坂委員にお願いします。説明の時間としては、12時半から14時までというこ

とでお願いします。場所は、小ホールのホワイエで考えております。

13時から審査が始まります。こちら４班に分かれて審査をしていただく形になりますけれ

ども、審査委員の会長と会長代理は３班と４班に分かれていただきまして、班ごとに事務方

の補助をしていただくことと、野菜の見方などが分かりましたら市長や議長にご説明いただ

くというような形でついていただきます。こちら１班に北嶋委員、２班に山﨑孝明委員、３

班に加藤委員、４班に鳥井委員にお願いいたします。

土曜日は以上で、２時に楽屋の前に集合して解散していただきます。

続いて日曜日になりますが、９時半に小ホールのホワイエに集合をお願いいたします。

10時から農産物共進会即売会のための整理券を配布していただきます。こちら北嶋委員に

お願いします。

同時刻10時から11時半でパネルの展示を小ホールのホワイエで行います。説明委員は大熊

委員、加藤委員、新坂委員にお願いします。

表彰式の舞台の準備として、10時20分から表彰式招待者の案内で山﨑孝明委員と鳥井委員

にお願いいたします。

10時40分から表彰式が始まりますので、会長は和光市民まつり農産物共進会実行委員長と

してステージに上がっていただく形になります。その後、手の空いた人から昼食をとってい

ただきます。場所は楽屋の１、２で、土曜日と同じ場所でお願いします。こちらもお弁当と

お茶を用意させていただきます。

12時から即売会が小ホールで行われます。役割はご覧のとおりですが、列整理として大熊

委員、新坂委員、加藤委員、かご渡し入口担当として北嶋委員、会場清掃、野菜陳列として

冨岡会長代理、レジ係の市城・宿坂上・牛房が鳥井委員、向山・越後山・二軒新田が山﨑孝

明委員という形で事務局案として載せさせていただきました。
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終了後は、舞台裏に集合して解散ということでお願いいたします。

続きまして、当日のパネルの展示の内容ですけれども、パネルを８枚ほど用意させていた

だきます。こちらが農業委員会の概要で１枚目になります。次に農業委員会の業務、そして

農業委員会総会について、農家戸数の推移、それと木曜市、軽トラ市等農業振興事業等も合

わせてＰＲできればと考えております。

説明は以上です。

○石田議長 はい、ありがとうございます。

この役割分担につきまして、質問等ございましたらお願いします。

４番、新坂委員。

○新坂委員 パネル展示ですけれども、こちら展示するものと同じものをプリントアウトした

ものを用意していただければ、熟読して当日詳しく説明できるように予習しておきたいと思

いますので、よろしくお願いします。

次に、市民まつり実行委員会にも農業委員会として出ている関係で、両日とも９時と10時

半、あと15時、テントチェックというのがありまして、途中、抜けることがありますけれど

も、よろしくお願いします。

○石田議長 分かりました。他に何かありますか。

では、事務局お願いします。

○事務局（青木） 当日着る服装ですけれども、土曜日は作業着みたいな動けるような服装で

お願いいたします。日曜日も同じような格好でもいいんですけれども、それよりも私服のよ

うな形でお願いします。

○石田議長 ありがとうございます。

その他、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、次にいきます。

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

⑤視察研修について

○石田議長 では、協議事項５番の視察研修について。

事務局よりよろしくお願いします。

○事務局（青木） 協議事項⑤番視察研修についてですが、資料の５番をご覧ください。和光

市農業委員会委員視察研修の行程表（案）になります。



－16－

当日の行程ですけれども、11月21日火曜日、８時半に和光市役所駐車場に集合していただ

きます。集まり次第出発という形でお願いします。

10時から宮代町農業委員会の研修を受けていただきます。

11時半に「新しい村」というところで昼食をとっていただきます。こちらには宮代町農業

委員会の会長が同席されます。

13時からアグリパークゆめすぎとに移動していただきまして、視察研修を行います。

14時に帰路についていただきまして、15時30分で市役所に到着して解散していただくとい

う行程になります。

以上です。

○石田議長 農業委員会の視察研修会ですが、大変忙しい時期とは思いますが、皆様、研修会

への参加、よろしくお願いします。

その他、質問等ございますでしょうか。

11番、冨岡委員。

○冨岡委員 この研修のとき、まだ先ですけれども、服装は変わりますよね。次回総会からは、

正装になりますが、視察研修もやはりそういうような形でよろしいですか。

○石田議長 農業委員会として行くので、ネクタイ着用でお願いします。

その他よろしいでしょうか。

（「なし」の声あり）

○石田議長 では、視察研修会については、以上とします。

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

⑥その他

○石田議長 続きまして、協議事項その他。

事務局、よろしくお願いします。

○事務局（青木） 協議事項その他はございません。

○石田議長 では、次に移ります。

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

◎諸報告

①会長専決について

○石田議長 諸報告１番会長専決について。

事務局よりよろしくお願いします。
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○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、農地法第５条の届出が２件でございます。

写真をご覧いただけますでしょうか。

こちらが１番になります。新倉一丁目＊番－＊になります。

続いて、こちらが会長専決の２番、南一丁目＊番－＊になります。

○石田議長 では、写真を見て何かご意見、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 無ければ、会長専決は以上となります。

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

②その他

○石田議長 諸報告②その他。

よろしくお願いします。

○事務局（青木） 諸報告②その他ですが、農業委員の活動報告についてになります。

９月、10月分の共通事項は、農地利用状況調査と第３回和光市農業委員会総会になります

が、これ以外のものがございましたら活動の報告をお願いいたします。

○石田議長 では、活動報告、私から発表していきます。

９月28日に共進会の会議がありました。

10月11日、Ｆさんのお宅へ訪問させていただきました。

あとは昨日、打ち合わせをしたという程度です。

では、順番に報告をよろしくお願いしたい思います。

３番、田中明委員から。

○田中委員 共通事項以外はありません。

○石田議長 では、４番、新坂委員、よろしくお願いします。

○新坂委員 ９月28日に共進会実行委員会に参加しました。

続いて、10月12日に市民まつり実行委員会に参加しました。

以上です。

○石田議長 では、続きまして、５番、大熊委員、お願いします。

○大熊委員 10月12日、先ほど報告させていただきました引き続き農業経営を行っている旨の

証明の件と生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願の件で事務局に同行して、

現地を確認しました。いたしました。
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以上です。

○石田議長 続きまして、６番、山﨑とよ子委員、お願いします。

○山﨑（と）委員 これ活動に入るかどうか分かりませんが、先ほど事務局からもありました

けれども、９月27日にＦさんに畑の件でお話をしに行って、また10月11日もまた訪問して、

くどくくどく全部で４回ぐらいお話をして、そしたら今日は畑に行っているよということだ

ったので、安心したところでした。

○石田議長 では、続きまして、７番、北嶋委員、よろしくお願いします。

○北嶋委員 共通事項以外はありません。

○石田議長 では、続きまして、８番、加藤委員、よろしくお願いします。

○加藤委員 ９月27日午後１時からアグリパークの周辺とそれから二軒新田をパトロールとい

うか、見させていただきました。

それと、10月３日午前10時から支部活動について支部長と打ち合わせを行いました。

以上です。

○石田議長 では、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 ９月28日、農業物産共進会実行委員会に出席しました。

10月６日、農地の下見をさせてもらいました。

10月11日、Ｆさん宅に会長と事務局と一緒に訪問させていただきました。

以上です。

○石田議長 続きまして、10番、鳥井委員、よろしくお願いします。

○鳥井委員 10月４日に優良農業者表彰について、前農業委員さんと話し合いを持ちました。

10月６日に優良農業経営者を事務局へ推薦いたしました。

以上です。

○石田議長 続きまして、11番、冨岡正浩委員、よろしくお願いします。

○冨岡委員 共通事項以外は特にありません。

○石田議長 ありがとうございました。

また、先ほど、研修旅行のとき、みんなでそろえてバッジをつけて行きましょうというこ

とで、田中委員から意見いただきましたので、バッジ着用でよろしくお願いします。

その他、皆様から何かありますでしょうか。

（発言する者なし）

──────────────────────────────────────────
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◎閉会

○石田議長 それでは、本日の議事は以上となります。

長時間にわたり慎重なご審議ありがとうございました。

第４回農業委員会総会を終了させていただきます。

大変お疲れ様でした。

閉会 午後 ３時４５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


