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開会 午前１０時００分

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

◎開会

◎開議

○事務局長（深野） 皆さん、おはようございます。

研修会、お疲れさまでございました。また、先般開催いたしました農地利用状況調査、お

かげさまで第１回の皆さんにご協力いただき、本当にありがとうございました。

それと、市でカジュアルな服装で行うクールビズでございますが、10月末まで続けていき

ますので、10月の総会もぜひクールビズということで、カジュアルな服装で出席のお願いし

ます。よろしくお願いいたします。

それでは、この後、会長、進行よろしくお願いいたします。

○石田会長 では、おはようございます。

改めまして、皆様、研修会大変お疲れさまでした。また８月の農地利用状況調査及び羽生

市への農業委員会研修、そして利用状況調査の審査会と忙しい中、またお暑い中、ご協力い

ただきましてありがとうございました。おかげさまで無事に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。

それでは、これより議事を進めさせていただきます。着座にてよろしくお願いします。

では、第３回和光市農業委員会総会を始めます。皆様、ご協力のほどよろしくお願いいた

します。

本日の開催に当たりまして９番、山﨑孝明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名でございますので、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、議事録署名委員ですが、６番、山﨑とよ子委員、７番、北嶋美栄子委員

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 相続税の納税猶予に関する適格者証明申請承認について

○石田議長 では、議案に移ります。



－4－

議案第１号 相続税の納税猶予に関する適格者証明申請承認について上程いたします。

事務局より説明をお願いします。

○事務局（渡辺） それでは、議案第１号の相続税納税猶予に関する適格者証明申請承認につ

いてご説明させていただきます。

まず、議案書につきましては、一部修正希望ございましたので、新たに差し替えさせてい

ただいております。

続きまして、配付した資料についてご説明させていただきます。

本日、和光市農業委員会名簿、平成29年７月20日から平成32年７月19日までということで、

こちらの資料を配付させていただいております。

続きまして、資料１としまして、相続税納税猶予を利用した場合とそうでない場合の相続

税の違いということで１部用意させていただいております。

資料２が先日の利用状況調査の結果等をお示しした資料になります。

続きまして、資料３、こちらが利用状況調査に伴いまして、実際に対象者の方に送付いた

しました通知の内容をお示ししたものになっております。

続きまして、資料４番、利用状況調査の班分けのために作った資料です。和光市を南北に

分断するような形で、境目の線を引いておりまして、こちらの地図で班を分けて、利用状況

調査の担当地域とさせていただきます。

続きまして、資料番号の５番、こちらが先日行われました９月の定例市議会の際に農政関

係の質問がございました一般質問の発言通告書に関する資料となっております。

続きまして、資料の６、こちらが農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想としま

してお示ししているものです。認定農業者等の制度の基本となっている市が作った構想にな

ります。

続きまして、資料の７番です。こちらが後ほど説明いたします視察研修に係る資料という

ことで事前にお配りさせていただいております。

本日お配りしました資料につきましては、以上となります。

それでは、前後して申し訳ないんですが、ここから議案第１号の説明を申し上げます。

（事務局朗読説明）

○石田議長 では、補足説明お願いします。

○事務局（青木） 続いて、補足説明をさせていただきます。

それではまず、相続税納税猶予に関する適格者証明申請承認の制度についてご説明いたし
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ます。

相続税の納税猶予制度は、市街化区域内農地に限らず、農地全般を対象とする制度で、相

続税納税の特例の適用を受けた農地について耕作をし続ける限り、その農地に係る相続税を

支払わらなくてもよいという制度になります。

ただし、特例を受けた農地についても相続税を全額支払わなくてもいいわけではなく、国

税庁のホームページで確認できる農業投資価格を差し引いた価格が納税を猶予されるという

ものです。農業投資価格ですが、各都道府県で金額が異なりまして、埼玉県の平成28年度の

金額は10アール当たりの地目が畑のところは79万円となっております。この制度を受けます

と別紙配付した参考資料１でご覧いただけるとおり、相続税を受ける場合と受けない場合の

違いは、支払う金額が10分の１程度になります。実際にこの制度を受けようとする場合には、

その旨を税務署に届け出るのですが、その際の添付書類の一つとして、本案件である相続税

の納税猶予に係る適格者証明書が必要となります。

本案件は、Ａさんより証明書が提出されたもので、相続税の納税猶予の特例制度を受ける

に当たっては、亡くなられた被相続人と相続人がそれぞれ適格要件を満たしている必要があ

ります。租税特別措置法の第70条の６第１項に規定されておりまして、被相続人については、

亡くなられた日まで今回の相続地で農業を営んでいたこと、相続人については、相続税の申

告期限である被相続人が死亡してから10カ月以内に相続した土地で農業経営を開始し、その

後も農業を継続すると認められることです。

これらを踏まえて審議していただきたいのですが、本案件の被相続人、Ｂさんは、今年８

月21日に92歳でお亡くなりになられています。亡くなられるまでは、農作業に従事しており

まして、主に柿の木を管理していたとのことです。平成29年度の8.1調査において年間農業

従事日数は170日となっております。相続人のＡさんは、被相続人が生前からご両親と親子

３人で畑、柿やミカンなど主に果樹を栽培しております。畑の状況につきましてはプロジェ

クターで説明しますので、ご確認ください。

こちらプロジェクターが今写真、映っているところですけれども、こちらが柿の木でなっ

ておりまして、これが白子＊＊＊あたりになります。この辺は一帯になっておりまして、そ

の他の６筆がこのあたりに集まっております。ご覧のように栽培されておりまして、下草も

管理されております。こちらの現地につきまして、９月22日に北嶋委員に利用状況を確認し

ていただいております。

補足説明は以上です。
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○石田議長 ありがとうございます。

ただいま写真を見ていただきましたが、北嶋委員が現地を確認していただきましたので、

７番、北嶋委員より確認の結果の報告をよろしくお願いします。

○北嶋委員 ９月22日午後に、現地にて状況調査を実施いたしました。柿、ミカン、梅等の果

樹作物は適切に管理されていて、問題はありません。

○石田議長 ありがとうございました。

この議案につきまして、ご意見、ご質問等ありましたら挙手をよろしくお願いします。

（発言する者なし）

○石田議長 それでは、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

①１０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１、10月の農業委員会総会の日程について、事務局より、よろしくお願いします。

○事務局（青木） 協議事項１、10月の農業委員会総会の日程についてです。

10月の日程につきましては、25日水曜日と26日木曜日、いずれも午後２時からこちらの第

２委員会室の予約が取れておりますので、ご協議のほどよろしくお願いいたします。

○石田議長 では、来月の総会ということですが、25日の水曜日、26日の木曜日、両日とも午

後ということで開催しますが、どちらがよろしいでしょうか。事務局は26日がありがたいと

いうご意見でしたので、できたらそちらがいいということですが、皆様、ご協議よろしくお

願いします。

26日で都合の悪い方、都合が悪いですか。はい。25日は大丈夫でしょうか。

25日でよろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 それでは、10月の農業委員総会の日程は、10月25日午後２時からということでよ

ろしいですか。
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（発言する者なし）

○石田議長 10月25日ということで、午後２時開会でよろしくお願いします。

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

②視察研修について

○石田議長 続きまして、協議事項２番、視察研修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） それでは、協議事項②視察研修についてご説明いたします。

先月の総会でご案内いたしましたが、どこか行きたい場所があればご提案をお願いいたし

ます。

希望する視察場所が無いようでしたら、事務局案をご提案させていただきます。

それでは、ご協議お願いいたします。

○石田議長 では、視察研修ですが、どこか行きたいというところがありましたら、提案をお

願いします。もしなければ事務局案を聞くということでよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○石田議長 では、事務局案をよろしくお願いします。

○事務局（青木） それでは、事務局案を説明させていただきます。

配付資料７をご覧ください。

事務局案としましては、埼玉県宮代町農業委員会と道の駅「アグリパークゆめすぎと」を

ご提案いたします。宮代町は約700ヘクタールの農地面積があり、農業委員会委員は14名、

最適化推進委員は７名の21名体制でありまして、遊休農地の解消活動に関して優秀な取組を

行っております。平成29年５月29日に、全国農業会議所議長賞を受賞しております。

「アグリパークゆめすぎと」は、指定管理者制度で管理運営を行い、まちの駅、道の駅を

兼ね備えた施設で、農産物直売所を初めもぎ取り体験農園等農業施設や子供が遊べる遊具施

設、バーベキュー広場等の施設があるほか、イベントも各種行われており、メディアにも取

り上げられております。家族で訪れる人気の場所となっております。

事務局からは、この２つの場所を視察する案を提案いたしますが、ご協議のほどをお願い

いたします。

また、日程になりますが、11月２日木曜日でお願いしたいと考えておりますが、そちらも

ご協議をお願いいたします。

○石田議長 ありがとうございます。
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事務局案で宮代町と道の駅ゆめすぎとということですが、いかがでしょうか。また、日程

が11月２日ということですが、皆様の都合とご意見をよろしくお願いします。

６番、山﨑とよ子委員どうぞ。

○山﨑（と）委員 視察の日程というか、時間帯というのはどういった、例えば何時頃集合し

て何時頃には帰ってきますよということが大体分かればありがたいんですが。

○石田議長 事務局どうぞ、お願いします。

○事務局（青木） 詳細については未定ですけれども、おおよその時間として８時45分に和光

市役所を出発して、午前中に宮代町の農業委員会で研修を行います。お昼は宮代町でご紹介

いただける新しい村、農の家というところがありますので、そこで昼食をとり、午後にアグ

リパークゆめすぎとに立ち寄って、帰りは４時くらいの帰庁になります。

○山﨑（と）委員 分かりました。

○石田議長 今回の視察研修についてご意見のある方はよろしくお願いします。

４番、新坂委員、どうぞ。

○新坂委員 ２日が少し家の都合で視察研修に出席できない可能性があります。

○石田議長 分かりました。

その他、日程等についてご意見のある方、お願いします。

８番、加藤委員、どうぞ。

○加藤委員 できるものであれば、市民まつりが終わった後で、できるだけ下旬でお願いでき

ればと思います。よろしくお願いします。

○石田議長 分かりました。

その他、ご意見ありますでしょうか。

では、日程については、こういうご意見も出ましたので、事務局と協議させてもらって、

できるだけ皆様の無理の無いときに実施したいと思いますので、また後ほど何かありました

らご質問をよろしくお願いします。

では、この件につきましては、これでよろしいでしょうか。

行き先については大丈夫でしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○石田議長 では、行き先については、これで決定しますので、事務局でこのまま計画を進め

てください。

他に質問等がなければ次に移ります。
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──────────────────────────────────────────

③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３、和光市民まつり農産物共進会の体制について、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３番、和光市民まつり農産物共進会の体制について事務局より説

明をいたします。

今年度の和光市民まつり農産物共進会は、11月11日土曜日、12日の日曜日に開催されます

が、今年度から農地利用最適化推進活動の役割に重点を置くことに伴いまして、市民まつり

における農業委員の活動も検討しているところでありまして、今まではじゃがべぇという模

擬店を出していたんですけれども、他に何かやりたい活動がありましたらご提案をいただき

たく、ご協議をお願いしたいですけれども、もし無いようでしたら、事務局案をご提示いた

します。

それから、11月11日土曜日、12日、日曜日の出欠をご確認させていただければと思います。

○石田議長 和光市市民まつり農産物共進会等ありますが、この11月11日、12日につきまして

ご予定をお聞きしますが、都合の悪い方がいらっしゃいましたら、お願いします。いかがで

しょうか。

11番、冨岡委員。

○冨岡委員 これは11日、12日、両日、朝から市民まつりが終わるまで、農業委員は出席をし

ているというような形ですか。

○石田議長 事務局いかがでしょうか。

○事務局（青木） 今現在の事務局案でいきますと、両日とも市民まつりを開催している間は、

活動をしていただきたいと考えております。なお、土曜日は８時30分に集合して和光市民ま

つり農産物共進会の準備を手伝っていただきまして、３時頃解散になる予定で考えておりま

す。

○石田議長 その他、ご意見ありましたらお願いします。

６番、山﨑とよ子委員。

○山﨑（と）委員 事務局案を先にお伺いします。それでないとそのやるものによって、人数

割りの時間によっては参加できる可能性もあると思いますので、どのようなことを予定され

ているのか、先にお伺いしたいと思います。

○石田議長 分かりました。
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事務局案を聞かせてくださいということですので、事務局案をよろしくお願いします。

○事務局（青木） それでは、事務局案ですけれども、まず主体的に動いていただくのは、農

産物の共進会の関係でいろいろお手伝いをいただきたいと考えております。11日の土曜日に

つきましては農産物の小ホールへの搬入、小ホールで共進会が行われるんですけれども、そ

ちらの準備から審査まで、その日は朝、まつりが始まる前の８時半ぐらいから集まっていた

だいて、お手伝いをいただきたいと考えております。終了は、３時頃の予定になります。

日曜日の農産物共進会につきましては、９時半にお集まりいただきまして、表彰式があり

ますので、受賞された方がいらっしゃらない場合は、代理で受賞していただきます。また、

この共進会表彰式の前にアジアエアガンの催しがある関係で、準備が慌ただしくなるので、

表彰式の準備の手伝っていただきます。また、即売会が12時からありますので、そちらのお

手伝いをしていただきたいという形です。

併せまして、農業委員会の活動や和光農業の現況をパネルを作って展示したいと考えてお

りますので、そちらを説明していただく方、３人お願いしたいと考えております。日曜日も、

３時頃終了する予定で考えております。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

ただいま事務局から説明がありました。農産物共進会の搬入、陳列のお手伝いを11日の午

前中に、お昼ご飯を食べて大概は手があきますが、その後、お手伝いとパネル展示がありま

すのでお願いしたいということです。また翌日は農産物共進会の表彰式等あります。また共

進会の出品物の販売等もありますので、そちらの関係をお手伝いしていただきます。その他、

今までのじゃがべぇに替わる何かやりたいものがありましたら、ご意見ありましたらぜひと

もよろしくお願いします。

では、次の総会のときに細かい役割分担等がそれぞれ決まりますので、当日の動きにつき

ましてはご相談させていただきます。では、11日、12日、都合の悪い方の確認をいたします。

３番、田中明委員。

○田中委員 11日の午前中に共進会の搬入関係を一生懸命頑張ります。

午後は無理です。

12日は、申し訳ないんですけれども、市民まつりの中で和光ライオンズクラブの活動で復

興支援兼ねていろいろな災害等の要は準備金づくりをするということで、12日は会場にはい

るんだけれども、出られないということでご承知いただければ、そういう割り振りをお願い
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できればと思っております。

○石田議長 分かりました。

その他、ご都合につきまして。

６番、山﨑とよ子委員。

○山﨑（と）委員 すみません、市民まつりの実行委員なので、申し訳ないんですけれども、

両日とも参加できません。

○石田議長 分かりました。よろしくお願いします。

４番、新坂委員も実行委員ですよね。

○新坂委員 実行委員はスタンバイありますけれども。

○石田議長 大丈夫ですか。

○新坂委員 はい。

○石田議長 分かりました。

その他、都合が悪いという方は大丈夫でしょうか。

では、また近くになってどうしてもという方がいらっしゃったら、また事務局へ連絡をく

ださい。

ここまでよろしいでしょうか。

無ければ次に移ります。

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

④第２回農地利用状況調査の実施について

○石田議長 協議事項④第２回農地利用状況調査の実施について、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④第２回農地利用状況調査の実施について、説明いたします。

まず、第１回目、農地利用状況調査、暑い中、大変お疲れさまでした。どうもありがとう

ございました。

その後、９月６日に審査会を行いまして、９月19日付で対象者に向けて指導文書を送付し

ております。こちらが資料２と３になります。

実際、指導文書は審査会でお見せできなかったので、今日お配りしましたが、この中で配

った文書が資料２の新倉エリアで例えていいますと６番、７番が別紙２という形になりまし

て、資料３の２ページ目になっております。こちらは強めの文章ということになりまして、

次回の調査までに改善をしてくださいという形になっております。
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今回配っている文書がこちらの別紙２と別紙３、市街化区域の中の納税猶予の関係の文書、

それから別紙３が今で、別紙５、調整区域の中の強めの文書ということでそれぞれ配らせて

いただいております。

次回の農地利用状況調査の日程ですが、10月18日水曜日と20日の金曜日に車の予約ができ

ておりまして、こちらの体制としまして資料４にあるとおりになりますが、今回から各班に

分かれていただきまして、１班が１番、石田会長、２番、冨澤委員、３番、田中委員、４番、

新坂委員、７番、北嶋委員、８番、加藤委員になります。２班が５番、大熊委員、６番、山

﨑とよ子委員、９番、山﨑孝明委員、10番、鳥井委員、11番、冨岡委員になりますが、今回

初めてということで、石田会長には両方行っていただきたいと考えております。よろしいで

しょうか。

18日と20日ですけれども、１班と２班、どちらがどのように行くかというところをご協議

いただきたいので、よろしくお願いいたします。車は１日は押さえてあるので、午前でも午

後でも構わないところではありますが、ご都合のいい時間にお願いします。

○石田議長 では、第２回の農地利用状況調査を２班に班分けして行うということですが、10

月18日と20日、２日間に車を押さえてあるそうですので、各班それぞれ都合のいい日にちを

決定したいと考えています。私は両方行きますが、皆様のご都合に合わせますので、よろし

くお願いします。

11番、冨岡正浩委員。

○冨岡委員 20日は、多分朝から夕方ぐらいまで時間は空いていないです。

○石田議長 ２班の方、冨岡委員が20日はちょっと都合が悪いということなので、18日でいか

がでしょうか。

５番、大熊委員。

○大熊委員 誠に申し訳ないんですが、18日の日は坂下懇親会がありまして、無理です。

○石田議長 18日も20日も駄目ということになりますね。分かりました。

１班の方で都合の悪い方、２番、冨澤委員。

○冨澤委員 午後なら大丈夫です。

○石田議長 １班の方、午前中都合が悪いということで、午後がいいというご意見があります

が、いかがでしょうか。

では、１班は18日の午後ということでよろしいでしょうか。午後は何時頃がいいですか、

事務局。
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○事務局（青木） 午後でしたら１時半頃からお願いします。

○石田議長 班分けの１班の方、18日の午後１時半に市役所の駐車場に集合ということで、１

班の方はよろしくお願いします。

２班につきましては、もう１回、日程を調整します。２班につきましては、車の都合があ

りますので、今確定ができそうもないので、また後ほどご協議いただくかと思いますが、保

留ということでよろしくお願いします。

農地利用状況調査の実施については、ここまではよろしいでしょうか。

事務局。

○事務局（青木） 補足で、その後の３回目ですけれども、こちらは11月20日前後を考えてい

ます。

○石田議長 第３回は11月20日頃ということなので、またその辺、近づいてきたら都合を聞く

ことになりますので、大丈夫でしたら日程を少しあけておいてください。よろしくお願いします。

では、第２回農地利用状況調査につきましては、ここまででよろしいでしょうか。

次に進みます。

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

⑤その他

○石田議長 協議事項⑤その他について。

○事務局（青木） 協議事項⑤その他は特にありません。

○石田議長 皆様から何かご質問、ご意見等ありますでしょうか。

10番、鳥井委員。

○鳥井委員 先ほどの農地利用状況調査ですが、これは続けて10月もやって11月もやってとい

う方が効果があるということなのでしょうか。

○石田議長 事務局。

○事務局（青木） 草の生えている時期に続けて実施したほうが、効果があるというふうに考

えて、この時期に設定しております。

○石田議長 10番、鳥井委員。

○鳥井委員 分かりました。

○石田議長 大丈夫ですか。今年から年３回農地利用状況調査を実施していくという中で、今

年７月20日からこの農業委員会委員の任期が始まりましたので、時期が詰まってしまってい

るということですが、来年度は、期間を空けて農地利用状況調査を行いますので、よろしく
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お願いします。事務局から車の手配ができたそうなので、事務局お願いします。

○事務局（渡辺） 車の手配につきまして、10月19日に車両の確保ができましたので、日程の

ご確認をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。

○石田議長 第２回農地利用状況調査の車の手配が19日の日にとれたそうですが、大変前後忙

しい中、皆さんいかがでしょうか。２班の方、19日いかがでしょうか。午後１時半ぐらいで

いかがでしょうか。

11番、冨岡委員。

○冨岡委員 どのくらい時間というものはかかるものですか。

○石田議長 ２時間半から３時間ですか、事務局。

事務局。

○事務局（青木） 主に前回の農地利用状況調査で指導の対象になったようなところを中心に

回るので、前回ほどは時間かからないです。長くても２時間ぐらいかなと考えております。

○石田議長 よろしいでしょうか。前回は皆さんで市内全域ということでやらせてもらったの

で長くなりましたが、今回は班分けで半分ずつということなので、もう少し時間は短くなり

ます。２班の方、19日の午後１時半ということで設定いたしましたが、いかがでしょうか、

10番、鳥井委員。

○鳥井委員 大丈夫です。

○石田議長 よろしいでしょうか。大変忙しい中ですが、よろしくお願いします。

その他、協議事項につきまして何かご質問等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。また、何かありましたら最後にもお聞きしますので、よろ

しくお願いします。

では、次に移ります。

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

◎諸報告

①会長専決

○石田議長 諸報告１、会長専決について、事務局よろしくお願いします。

○事務局（青木） 諸報告、１会長専決。

今月は農地法第５条届出が４件ございました。

写真につきましては、プロジェクターをご覧ください。
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（プロジェクターで写真を確認）

○石田議長 では、会長専決をただいま写真をプロジェクターで見ていただきましたが、ご質

問、ご意見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 それでは、会長専決につきましては以上といたします。

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

②その他

○石田議長 続きまして、諸報告の②その他について、事務局よろしくお願いします。

○事務局（青木） 諸報告、その他ですが、事務局から４点報告があります。

１点目が優良農業者表彰の対象者の推薦についてでございます。

表彰者の推薦につきましては、どなたかございましたら推薦をお願いいたします。もしこ

の場でいないようでしたら、お手数ですが、支部長さんに確認していただきまして、10月６

日までに事務局へご連絡いただくようにお願いいたします。

なお、前回の総会でもご説明いたしましたが、この段階では「候補者」でありますので、

候補者には決定したということは伝えないようにお願いいたします。あくまでも決定は10月

の総会で皆様に決めていただきますので、よろしくお願いいたします。

また、表彰者へ贈呈する記念品ですが、現在ギフトカタログが候補になっておりますが、

もし他に何かいいものがありましたらご提案いただく存じます。

以上です。

○石田議長 優良農業者表彰につきましてですけれども、現在は何人集まっていますか。

○事務局（青木） 現在連絡があった候補者が農業優良経営者で２名、優良農業配偶者で１名

という形になっております。

○石田議長 その他、候補者がいらしていましたらぜひとも連絡等をよろしくお願いします。

また、記念品に関しましては、ギフトカタログが候補になっているそうですが、皆様ご意

見がありましたら、ベルトとか時計とか置き時計とかいろいろありますが、予算もあるので、

何かこういう記念品がいいのではないかというのがありましたら、ぜひともご意見をください。

事務局。

○事務局（青木） 補足説明させていただきます。推薦が無い場合ですが、10月６日以降候補

者を事務局で選出させていただきまして、農業委員の方にご連絡いたします。候補者の方を
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ご相談させていただきまして、その流れは同じようにまた農業委員の方から集落支部長さん

へ打診をお願いして、本人にご回答をいただきたいという流れになりますので、その時はご

協力をお願いいたします。

以上です。

○石田議長 では、優良農業者表彰につきまして、候補者が皆様から特に推薦等出ないようで

したら、事務局からもまた候補者を出していただき、皆様と地域に持っていってもらってご

協議いただき、候補者とさせていただきますので、その辺の具合を事務局と相談等をさせて

いただき連絡が来たら、担当地区の委員には、ご相談させていただきますので、よろしくお

願いします。

その他、質問等ありますでしょうか。

よろしいですか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、次に移らせていただきます。

諸報告、その他の２つ目です。事務局よろしくお願いします。

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

８月、９月分の活動について委員の皆様からご報告をお願いしたいと思います。

なお、委員の皆様につきましては、会長が報告した今プロジェクターで共通事項をお示し

しております。読み上げさせていただきますが、８月25日、第２回和光市農業委員会総会、

８月28日、農地利用状況調査、８月30日、農業委員会委員研修会（羽生市）、９月６日、農

地利用状況調査審査ということが共通事項となりますので、これ以外の活動がありましたら

ご報告していただきたいと考えております。

それでは、よろしくお願いいたします。

○石田議長 では、今月の活動報告につきまして、プロジェクターに出ている共通事項につき

ましては、皆様全員で行っていますので、割愛して、その他の事項について皆様発表をよろ

しくお願いします。

また、無い方は、今月無いですということで結構ですので、では私から進めさせていただ

きます。

８月31日に、市議会の定例会に出席しました。その他、９月４日に東本村の支部長より問

い合わせということで電話をいただきまして、９月５日に西本村の支部長さんよりご相談を

受けました。９月14日に農地確認に行きました。９月22日に市議会の定例会に出席いたしま
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した。

以上です。

では、２番、冨澤委員、よろしくお願いします。

○冨澤委員 向山の支部長さんから農業優良経営者の候補を頼まれましたので、農業委員会に

来ました。

○石田議長 続きまして、３番、田中明委員。

○田中委員 同じようでございます。１点、９月１日、午前中、自作地近辺、また駐車場等に

ちょっとでかいタンスというんですか、引き出しというんですか、それが捨てられておりま

した。それを軽トラで清掃センターに運ばさせていただいたんですけれども、料金が発生し

た経緯があります。もし今後同じ状況が発生した場合、農業委員会委員の活動として行った

ということで、農業委員の誰々ですけれども、どこどこのところにこういうごみがあったの

で、片づけさせてもらいましたというような形の中で、清掃センターに事務局から事前に話

をしていただけば料金が発生しないということがあってもいいかなと思いますがいかがでし

ょうか。善意というわけではなく、自分は農業委員会委員の活動という職務上させていただ

いたんですけれども、自己農地パトロールではないですけれども、結構皆さん畑に行ったり、

自分の圃場へ行ったりするときに、特に下新倉地域には不法投棄が往々にして見受けられる

ので、何かいい方法がないかなと思うんですけれども、頻繁にではないのですが、一応９月

１日午前10時20分でございました。

以上です。

○石田議長 ４番、新坂委員、お願いします。

○新坂委員 ９月７日、市内の農地パトロールを行いました。続いて、９月21日、こちらは共

進会の代表として市民まつり実行委員会に出席しました。

以上です。

○石田議長 では、５番、大熊委員、よろしくお願いします。

○大熊委員 ９月11日に担当の支部長さんより優良農業経営者、優良農業配偶者の相談があり

まして、優良農業配偶者を事務局に推薦させていただきました。

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 共通事項以外は、主立った活動していません。

○石田議長 ７番、北嶋委員、よろしくお願いします。
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○北嶋委員 ９月22日、金曜日、午後、相続税の納税猶予に係る農地等の利用状況調査に行っ

てまいりました。

○石田議長 では、８番、加藤委員、よろしくお願いします。

○加藤委員 ９月３日に支部長と優良農業者表彰の件についての打ち合わせをいたしました。

○石田議長 では、10番、鳥井委員、よろしくお願いします。

○鳥井委員 共通事項以外は、主立った活動はしておりません。

○石田議長 では、11番、冨岡委員、よろしくお願いします。

○冨岡委員 ９月１日に担い手育成総合支援協議会ですか、これは認定農業者の更新の１名の

方の申請がありまして、それの会議に参加してまいりました。

○石田議長 では、ありがとうございました。

来月もまた活動についてご報告をいただきますので、ぜひともよろしくお願いします。

その他、質問、疑問等についてありましたら、よろしいでしょうか。

６番、山﨑委員。

○山﨑（と）委員 先ほど田中委員からの意見のところですが、そういった粗大ごみというん

ですか、そういったものは市に連絡して、市で片づけていただくというわけにはいかないわ

けですか。自分で運ばなくてはいけないわけですか。

○石田議長 ３番、田中委員。

○田中委員 市の産業支援課へご連絡させていただいて、片づけお願いしますという形が本来

かと思いますが、たまたま自分の畑の隣接したところに捨てられていたので、そのまま置い

ておくと続けてごみが捨てられてしまいます。ごみが少ないうちに片づけようと考えまして、

産業支援課に連絡しないで、直接清掃センターに持ち込んだところでございます。

○石田議長 その他、質問等ありましたら。

よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、なければ次に移ります。

次、諸報告、事務局、よろしくお願いします。

○事務局（渡辺） 続きまして、諸報告の３点目になります。

先ほどお配りしました資料番号の６番ですか、こちらをご覧いただければと存じます。

先の平成29年９月定例市議会における農政施策に関する一般質問がございましたので、大

変失礼いたしました。資料番号の５番をご覧ください。
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一般質問にございましたので、この内容についてご報告いたします。

今回の一般質問では、８番、富澤啓二議員から質問がございました。お手元の発言通告書

にございますとおり、発言事項２といたしまして、都市農業、（１）収入保険制度周知につ

いてとのご質問となっております。質問の概要といたしますと、農家の安定経営を支える新

たな制度として収入保険制度がスタートする。農業共済では対象外となっている野菜や果樹

等も補償対象となっており、和光市の農業者に有効な制度であり、収入保険制度の市の周知

について伺うとのご質問となっております。

これに対しまして、市民環境部長から行った答弁の概要といたしましては、収入保険制度

は収量の減少だけではなく、価格低下も含めた収入減少を補塡する仕組みであり、青色申告

を行っている農業者が対象である。基準収入の９割を下回った場合に補償する制度であり、

平成31年産からスタートとなる。周知についてはチラシの配布に加え、10月の農家だよりや

市のホームページに掲載し、積極的にその趣旨を周知すると答弁を行っております。

以上の内容について、一般質問の内容をご報告いたします。

こちらの資料５の２枚目の資料になりますが、収入保険制度の概要を示した資料をおつけ

させていただきました。こちら国で作成しているものですが、青色申告を行っている方が対

象となる制度でありまして、収入減少があった場合の補償がなされるものとなります。これ

まで農業共済ではお米を中心とした補償となっておりましたが、これが品目にかかわらず補

償されるといったものになっております。こちらの内容を10月の農家だよりには掲載して、

さらに市のホームページにも載せて農業者の皆様の周知を図っていきたいと思っております。

以上となります。

○石田議長 ありがとうございます。

これについて質問等ありますでしょうか。

よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、なければ次にいきます。

では次、よろしくお願いします。

○事務局（青木） 続きまして、その他４点目になります。

農業振興業務の報告を２点お伝えしたいと思います。

１点目が認定農業者の認定についてでございます。認定農業者とは、農業経営基盤強化促

進法に基づく制度でありまして、自分の５年間の農業経営改善計画を作成し、市長に申請す
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るもので、申請があると冨岡会長代理及び加藤委員が構成員となっている和光市担い手育成

総合支援協議会で審議し、認定されるものとなっております。この協議会が９月１日に行わ

れまして、三協のＣさんが再認定されました。次回は、11月に11名が審議される予定です。

なお、認定農業者は現在38名おりまして、担い手育成総合支援協議会は県１名、農業委員

会２名、あさか野農協２名、市２名の７名で構成されております。

ここで農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想について、簡単にご説明させていただ

きます。配付資料の６番になります。

こちらめくっていただいて１ページ目になりますが、農業経営基盤の強化の促進に関する

目標で３番になりますけれども、年間農業所得と年間労働時間の水準について、目標を決め

て農業経営をしていただくという形になっております。

この基本構想を基に認定農業者が認定されるものになりますが、その中で今の経営目標の

部分と、４ページからになりますけれども、これは営農類型が示されておりまして、この中

のどれかに該当するということで申請していただいております。

それから、こちらの中で５番目として農業経営基盤強化促進事業に関する事項、15ページ

ですけれども、④に賃借権または使用貸借による権利の設定についてということで、皆さん

にご審議していただく利用権設定の関係がこちらに載っております。

あとは農協と連携しております農地利用円滑化事業とか、畑の売買ですね、そういった形

のものは農協と連携しながらやっているというものが示されております。

それから、第７で29ページですが、和光市の都市農業についての方向が示されております。

和光市の農業振興に関する指針が示されている中で、認定農業者や農地の利用権設定につい

て示されているものが農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想になります。

説明は雑駁ですが、以上になります。

○石田議長 これに対して質問等ありましたら、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 なければ次に移ります。

次、お願いします。

○事務局（青木） 最後になりますが、農業振興業務の２点目の報告で、農業に関するクレー

ムについて報告いたします。

農業に関して幾つか苦情が寄せられておりますので、ご報告させていただきます。
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３つございまして、１番目が７月27日になりますけれども、下新倉＊－＊－＊あたりです

けれども、隣地の農地から農薬の被害があるということで寄せられておりまして、小さいお

子様がいらっしゃる家庭で、隣で頻繁に農薬をまかれて、子供にも被害が及んでいるので何

とかなりませんかという内容になります。こちら農家さんに訪問して話を聞いたところ、作

物も成長してきたし、暑さも和らげばこれからは減らしていくということで、農薬について

の看板も立てているということではありました。それを苦情者に連絡させてもらいまして、

看板については見当たらなかったけれども、今後様子を見て、まだ頻繁に農薬がまかれるよ

うでしたら、また相談しますというところに今落ちついております。

２番目ですけれども、８月21日に、その前の日の19日の土曜日、大雨がありまして、その

隣地農地、農地と近接して住んでいる居住者から連絡がありまして、以前にも土砂流出の被

害があったところで、土のうを積んで対処しているところですけれども、自分の畑のところ

は穴を掘ってそこに一時的にためるようにしているところではありますが、土のうも古くな

ってきているし、土のうと境界の間に少し側溝みたいなものがあるんですけれども、そちら

も少し土がたまっているんで取り除いてほしいという相談内容になっております。こちらは

スクリーンをご覧いただくと写真がありますので、こちらの緑のシートを覆っているものが

土のうになります。この上に積まれた白い物も土のうですけれども、これをさらに上げてほ

しいという要望となります。土のうの積上げについて市が行うことは、実際に大雨で土砂流

出している現場でないと、そちらは難しいという危機管理室の回答ではありました。もう一

点の側溝の泥については、農地の所有者にお話をしまして、取り除いていただけるというこ

とでご回答を得ております。農地所有者に、今後土のうについてさらに積ませてもらうこと

は了解を得ております。こちらについてはそういう状況です。

もう１点ですけれども、こちら９月14日に入った苦情で、農家さんから苦情があったんで

すけれども、今、市の道路行政で街灯をＬＥＤに交換している作業が行われておりまして、

これについて何の連絡もなく作業をしているということでした。スクリーンをご覧ください。

こちらが既存の電灯で、ここがそこの該当の農地になるんですけれども、こちらを何の連絡

もなく作業をしていたということで、その作業員に何をしているんですかと聞いたら、何も

言わず逃げるように去っていったということです。また、ＬＥＤについて畑の営農状況に影

響してくるのではないかということも言っていましたが、それについてはさいたま農林振興

センターに聞いてみたんですけれども、既存の街灯よりＬＥＤのほうが直接的に照らすので、

営農状況としては少ないと思われるとの回答でした。いずれにしてもカバーを設置したうえ
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でのことですが、ＬＥＤにも青と赤があって、赤については影響があるかもしれないとのこ

とです。ただ一概には言えないけれども、既存のものよりは影響少ないのではないかという

ことではありました。

今後については、工事の件は、道路安全課にこういった苦情が入ったということを報告し

て、対応をお願いしております。

苦情等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。

何かこれにつきましてご意見、ご質問等ありますでしょうか。

５番、大熊委員。

○大熊委員 今のＬＥＤの関係の質問ですけれども、つい二、三日前ですか、うちも交換をし

ていましたが、畑に面しているカバーをしてある電灯に関してはＬＥＤ化はしないという説

明で、いわゆる灯が漏れて徒長したりするカバーですか、畑に面している部分はしていなか

ったんですが、その辺が今のご説明だと、余り影響が無い、またカバーをすればなおかつＬ

ＥＤが全然明るいので歩行者の安全の防犯等々もあるんで、明かりをつけているんだろうか

ら、そっちも両立していいという感じですが、現在カバーをしてあるのはＬＥＤに替えても

らっていなかったので、その辺はどういうふうな決まりがあるか教えてもらえますか。

○石田議長 事務局。

○事務局（青木） 道路安全課に確認したところ、先にカバー（遮光板）がついてない箇所を

ＬＥＤに取替えて、その後、カバー付の電灯について、カバーと電灯を取替えるとのことで

す。

○石田議長 その他、ご質問、ご意見ありましたら。

よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、次にいきます。

８番、加藤委員、どうぞ。

○加藤委員 一番最初にありましたクレームの中で農薬のドリフトということですけれども、

これは農業者としても一番気をつけているところかなと思うんですが、以前農家だよりでも

そういうところがあったようですけれども、再度また農業者に教えてあげてもらって、極力、

これは人に対しての被害でしたけれども、また野菜同士のこともありますので、ドリフトし

ないようにできるだけ注意をしていただくというそういう周知をしていただければなと思い



－23－

ます。よろしくお願いします。

○石田議長 事務局。

○事務局（青木） ドリフトの農薬のまき方について、農家だより等で今一度また周知してい

くような形でやっていきます。

○石田議長 ８番、加藤委員。

○加藤委員 お願いいたします。

○石田議長 ありがとうございます。

その他、何かありますでしょうか。

よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 なければ、次、お願いします。

○事務局（青木） その他は以上です。

○石田議長 では、諸報告につきましては、以上となります。

その他、皆様から何か全般通してご意見、ご質問等ありますでしょうか。大丈夫でしょう

か。

８番、加藤委員。

○加藤委員 議会の一般質問の中で、都市農業に関して（２）で改正生産緑地法についてとい

う質問があったようですが、それにつきましてはこれは委員会にも大分関係されてくるかと

思うんですけれども、その点につきましての考え方を教えていただければと思います。

○石田議長 事務局。

○事務局（渡辺） こちらの（２）につきまして生産緑地法の改正に伴って、市の考え方を求

められたものになります。基本的に2022年問題ですか、平成34年の生産緑地法の施行から30

年経過する時点で生産緑地が解除されてしまうようなことを懸念したものになっております

が、これに関しまして富澤議員から市の考え方についてのご質問となっておりました。

今現在、生産緑地制度を所管しているのが都市整備課になるんですけれども、こちらの考

え方としましては特例農地、生産緑地を10年継続するための手続が必要になってくるんです

が、これについては今農政部門と連携をしながら協議をしていくというところまでの答弁と

なっておりまして、大きな方向性がまだ決まっていないところでありますが、今後他の自治

体等を注視しながら、そういった生産緑地の考え方を固めていくことになるというところま

での答弁となっております。
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以上となります。

○石田議長 ８番、加藤委員、いかがですか。

○加藤委員 分かりました。またこれにつきまして結構、市街化区域内の農地で生産されてい

る農家の方たちも意欲的な方たちが多いものですから、そういう方たちに対してもこの改正

法についての説明会というか、そういったようなことを考えていただければありがたいかな

と思ってはいるんですけれども。

○石田議長 事務局いかがですか。

○事務局（渡辺） 貴重なご意見ありがとうございます。こちらの生産緑地の今後の方向性で

すとか、考え方につきまして、また具体的なものをお示しできるものができる時期になりま

したら、今後予定しております農業委員会と農家さんとの懇談会、こういったような形の中

で周知、また農家だよりにも情報を掲載していけるように努めてまいりたいと考えておりま

す。よろしくお願いいたします。

○石田議長 ８番、加藤委員。

○加藤委員 よろしくお願いします。

○石田議長 よろしいでしょうか。

その他、全般に対して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、本日の内容は全て終了となります。

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

◎閉会

○石田議長 長時間にわたり慎重なご審議ありがとうございます。

これで第３回農業委員会総会を終了いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午前１１時４０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
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