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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。

残暑厳しい中、第２回の総会にご出席いただき、ありがとうございます。

それでは、この後、会長に進行をお願いいたします。

○石田会長 皆さん、こんにちは。

大変暑い中ではありますが、第２回の和光市農業委員会総会ということで、私が議事を進

めさせていただきます。皆様のご協力をいただきながら議事を進めていきますので、よろし

くお願いします。

それでは、第２回和光市農業委員会総会を始めます。

総会の開催に当たりまして、本日の出席委員は11人中11人でありますので、和光市農業委

員会会議規則第６条により定足数に達しておりますので、本日の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 まず初めに、議事録署名人ですが、４番、新坂篤司委員、５番、大熊勲委員にお

願いします。よろしくお願いします。

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

◎提出議案

議案第１号 農用地利用集積計画の決定について

○石田議長 それでは、議事に移ります。

議案第１号 農用地利用集積計画の決定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。

（事務局朗読説明）

○石田議長 補足説明をお願いします。

○事務局（青木） それでは、内容についてご説明させていただきます。

まず、農用地利用集積計画の制度についてご説明させていただきます。

農地を耕作の事業に供することを目的として貸し借りする場合には、農地法第３条の規定
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により農業委員会の許可を得る必要がございますが、効率的かつ安定的な農業経営を育成す

ることを目的として、平成５年に農業経営基盤強化促進法が制定され、この法令に基づいて

和光市においても、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想が策定されております。

この基本構想に従って実施される農業経営の基盤強化促進事業の一環として、利用権設定

等促進事業を策定し、この事業により利用権の設定を行う場合には、市街化調整区域にある

農地については、農地法第３条の許可を受けなくても無償で農地の使用貸借を行うことが可

能となっております。

利用権設定等促進事業によって利用権を設定する場合は、農地法第３条の許可を受けて権

利設定を行う場合と異なりまして、50アールの下限面積要件が無いなど権利設定の要件が緩

和されている他、定めた期限が到来すれば自動的に使用貸借が終了し、農地が確実に貸し手

に返還されます。貸し手にとっては、農地が返還されない、離作料の支払いを求めることが

無いため、安心して貸すことができる上、借り手にとっても、貸借期間が明確になることで

安定的な営農計画を立てることができ、市が仲介する形となって契約条件の履行が担保され

ることから、簡単な手続で安心して貸し借りを行うことができるものとなっております。

本案件は、利用集積計画について市長から農業委員会に諮問されたもので、農業委員会の

審議の結果、承認の決定を得た場合には、市が利用計画を公告し、農用地利用集積計画の定

めるところに従って、権利の設定の効力が生じることになります。

今回の利用権設定は更新になりまして、借受人のＡさんと貸付人のＢさん、Ｃさんは、現

在、平成24年11月１日から５年間の利用権設定を行っております。こちらが９月30日をもっ

て期間が満了となるため、平成29年10月１日を開始日として新たに５年間の利用権設定を行

うことについてご審議いただくものになります。

それでは、利用集積を受ける際の要件がありますので、ご説明いたします。

要件については、前提として、計画の内容が市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本

的な構想に適合することが条件となっておりまして、５つの審査要件がございます。

１点目が、耕作の事業に供すべき農地の全てについて耕作を行うと認められること。

２点目が、耕作に必要な農作業に常時従事することが認められること。

３点目が、利用権の設定を受ける土地を効率的に利用して耕作を行うことができると認め

られること。

４点目が、その者が農業によって自立しようという意欲と能力を有すると認められること。

５点目が、その者の農業経営に主として従事すると認められる青壮年の農業従事者がいる
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ことの５点となります。

今回権利の設定を受けるＡさんは、現在年齢が53歳で、年間農業従事日数は300日であり

ます。奥様のＤさんは年間農業従事日数が270日で、ともに従事しております。その他、通

作距離が５キロ未満という点や保有機械の状況から、今申し上げた４点の要件を満たしてい

ることとなります。

１点目の所有している農地及び現在利用権の設定を受けている農地の耕作状況につきまし

ては、８月16日に田中委員にご同行いただき、現地を確認していただきました。ご報告をい

ただきまして、後ほど写真もお回ししますので、ご確認いただければと思います。

補足説明は以上となります。

○石田議長 ありがとうございます。

ただいま写真をこれから回しますので、確認してください。

また、田中委員が現地調査に行ってまいりました。調査の結果の報告をよろしくお願いし

ます。

○田中委員 それでは、報告させていただきます。

利用権の設定等を受ける者ということで、健全な農地として現在運用されております。ま

た、借り受けをする土地にありましても、きれいに整地をされておりまして、健全な農地状

況であるというふうに認めました。

以上でございます。

○石田議長 ありがとうございます。

では、写真を回しますので、ご確認ください。

（写真回覧）

○石田議長 写真は回って、見られましたでしょうか。よろしいでしょうか。

この議案についてご意見、ご質問があったらお願いいたします。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいでしょうか。

それでは、採決に移ります。

この議案について決定ということに賛成の方の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、この議案は決定いたしました。
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──────────────────────────────────────────

◎協議事項

①９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。

①９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（菅野） 着座にて失礼いたします。

９月の農業委員会総会の日程についてですが、９月26日火曜日、それと９月27日の水曜日、

どちらの時間も、総会自体は午前10時からを予定しておりまして、会場は同じく第二委員会

室になります。

なお、26日、27日、どちらの時間になっても、午前９時に皆様にはお集まりいただいて、

こちらは９時から１時間程度、研修会を開催予定しております。講師が、さいたま農林振興

センターの職員になります。「農地転用許可制度の手引」という冊子を皆様にお配りしてい

るところでございますが、そちらの手引に沿って研修をしていただきますので、皆様には、

26日、27日、９時にこちらに集合していただく形になります。そして、総会が午前10時から

と予定しております。ご協議のほどよろしくお願いいたします。

○石田議長 来月の総会の日程ですが、26日の火曜日もしくは27日の水曜日の午前中というこ

とですが、皆様の予定はどうでしょうか。

（「９時からということで、午前中には終わりますか」の声あり）

○石田議長 はい、終わります。

それでは、26日火曜日の９時に集合、講習を１時間受けて、10時から会議ということでよ

ろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、よろしくお願いします。

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

②平成２９年度視察研修について

○石田議長 では、次にいきます。続きまして、協議事項２番、平成29年度視察研修について、

事務局より説明をお願いします。

○事務局（菅野） 平成29年度視察研修についてご説明させていただきます。

和光市の農業委員会では、農業政策に先進的な他の自治体や組織に視察を行っております。

視察先や視察時期につきまして農業委員会でご協議いただくことになりますが、平成26年度、



－7－

平成27年度、平成28年度の前期の農業委員が視察に行かれましたところを概要として皆様に

お配りしております。そちらも参考にしていただきながら、視察先、視察の時期につきまし

てご協議いただければと思います。

なお、現在、事務局では、10月の中旬から下旬頃がよいのではと考えております。こちら

につきましてご協議のほどよろしくお願いいたします。

○石田議長 事務局からご提案がありましたように、前回の視察の資料がここにありますが、

それを参考にしてもらって、皆様にどこか行きたいところ、見学したいところがあるようで

したらご提案をよろしくお願いします。

（発言する者なし）

○石田議長 何かご希望があればそちらも考慮しますが、よろしいでしょうか。

来月に、委員の皆様から提案がなければ事務局案を出してご審議いただこうかと思います

が、そちらでよろしいでしょうか。

（発言する者あり）

○石田議長 10月中旬から下旬にかけてあたりでということなので。

また後で、行きたいところとか、ここがいいんではないかという案がありましたら事務局

にご一報ください。

では、この件についてはよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

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

③和光市民まつりへの参加について

○石田議長 では、次に移ります。協議事項３番、和光市民まつりへの参加について、事務局

から説明をよろしくお願いします。

○事務局（菅野） 和光市民まつりへの参加についてということで、和光市民まつりにつきま

しては、和光市市民広場において、今年度は、11月11日の土曜日、12日の日曜日において開

催される事業でございます。野外ステージでは合唱や表彰などが行われ、保健センター、広

沢小学校、第二中学校前の道路には各種ブースが設けられます。参考に昨年のパンフレット

を配付させていただいております。

和光市民まつりにおいては、平成28年度まで、和光市農業委員会においては模擬店の出店

を行っておりました。こちらは通称がじゃがべぇというものになります。今年度は、新委員

になられまして、農地利用の最適化推進委員の役割に重点を置いていくことに伴いまして、
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市民まつりにおける農業委員の活動のあり方を少し検討していただきたいと考えております。

具体的には、農業委員会として何か市民の方にアピールできるような、ＰＲできるようなも

のがよいかなと考えております。こちらにつきましてご協議いただければと思います。

○石田議長 ありがとうございます。

和光市民まつりにおいて、今まではじゃがべぇをやっておりましたが、今回、じゃがべぇ

をやめて、何か違う形で農業委員として活動をアピールしていける場を持ちたいと考えてま

すが、何かこういうことをやったらいいんではないかということがありましたら、皆様から

ご提案がまたありましたらよろしくお願いします。

（発言する者なし）

○石田議長 では、事務局、よろしくお願いします。

○事務局（菅野） 事務局案をご説明させていただきます。事務局としては、11日、12日で農

業委員会、農業委員会総会、和光市の農業という形で、農業委員会からパネル展示をしたい

と考えております。場所としては、農産物共進会がサンアゼリアの小ホールで行われますが、

そちらの１区画を使って行いたいと考えております。

具体的に言いますと、そのサンアゼリアの小ホールの、入ってすぐのホワイエ、もしくは、

農産物を展示している小ホールのステージ上を事務局では考えております。

以上です。

○石田議長 パネル展示等を設置するという事務局案でしたが、もし、もっとこういうのがい

いとか、こういう形がどうでしょうという提案がありましたら、ぜひとも提案していただき

たいと思います。また、来月にも続けて詰めていきますので、この間でいい案がありました

らぜひ事務局等にご一報ください。

では、この件に関してはよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、次にまいります。

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

④優良農業者表彰の対象者の推薦について

○石田議長 協議事項４番、優良農業者表彰の対象者の推薦について、事務局よりよろしくお

願いします。

○事務局（菅野） 優良農業者表彰の対象の推薦についてご説明させていただきます。

まず、お手元の資料になります。平成29年度優良農業者表彰実施というものをお配りして
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おります。こちらに基づいて説明させていただきます。

農業委員会においては、毎年、和光市民まつり農産物共進会の際に、優良農業経営者、優

良農業後継者、優良農業配偶者の表彰の推薦を農業委員から行っていただいて、農業委員会

総会で協議し、表彰の対象の方を決定していただきます。推薦していただいた候補者につき

ましては、優良農業経営者、優良農業後継者、優良農業配偶者の各要綱に基づいて、表彰の

要件を満たしているかを確認する必要があるため、10月６日までに事務局へご推薦をお願い

します。

日程を説明させていただきますが、本日から８月の末まで、各集落の支部長に打診を行っ

ていただきまして、９月中に、集落支部長から農業委員へ、推薦をされる方を選出していた

だき、10月１日から10月６日に農業委員から事務局へご連絡をお願いしたいところでござい

ます。10月の総会までの間に事務局で、候補者がこの要綱に定める要件を満たしているかど

うかを確認させていただき、最終的に10月の農業委員会総会におきまして、農業委員会で表

彰者の選考を行います。

推薦をした方が要件を満たさなかった場合があったり、推薦された人数が多くて、その年

に表彰ができないという場合もございます。受賞者の定員が、優良農業経営者が２名、優良

農業後継者が２名、優良農業配偶者が２名、合計６名を予定しておりまして、年によっては

経営者が多い場合等、内訳が変わることもありますが、全体としては６名で行いたいと考え

ておりますので、推薦をしていただいても、万が一その年に受賞できない場合もございます。

そのため、候補者になられた方には、表彰の対象にするからというような形では伝えないで

いただいて、あくまでも候補者であるという形で、支部長もしくは農業委員から伝えていた

だくことをお願いします。

○石田議長 全員で６名を予定していますので、皆様からのご推薦をいただきますが、人数が

多い場合は、10月の総会で今年の表彰者を決定するということなので、推薦時点で、今年受

賞するということは言わないようにお願いします。

３番、田中委員、どうぞ。

○田中委員 昨年度と、優良農業経営者及び優良農業後継者の各要綱の用語としては変えてな

いですか。

優良農業経営者、優良農業後継者のところ、１番に「尊敬を受けている人」という記載が

ありますが、問題になりませんでしたでしょうか。

○石田議長 事務局。
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○事務局長（渡辺） こちらの記載内容について、昨年総会で議論になったかといったような

ご質問の内容でよろしいでしょうか。

○石田議長 ３番、田中委員。

○田中委員 そうですね。

○事務局長（渡辺） 私の記憶の範囲内で申し上げますと、総会の中で、この尊敬に該当する

方というのがどういったところかを明確に示したことですとか、この文言を削除するか否か、

そういった議論はなかったと認識しております。基本的には、年齢要件ですとか、地域で農

業を頑張られておられて、地域の方からの信頼が厚い方をご推薦いただきたいということで

お願いしているものでございまして、この要綱自体も、表現としては大きなくくりで表現し

ておりますが、地域で貢献されていて、長年農業に従事されて頑張っている方を表彰したい

という趣旨になります。そういったところで各地域からご推薦を頂戴できればと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

○石田議長 ３番、田中委員。

○田中委員 私の記憶違いもあったかもしれません。

そういう用語であるならば、１番、「尊敬」という言葉を替えて、「信頼」という言葉に

するというのはいかがでしょうか。

○石田議長 事務局、いかがですか。

○事務局長（渡辺） 貴重なご意見ありがとうございます。こちらの要綱内容につきまして、

今ご意見いただきました内容を含めて、会長と検討させていただきたいと思います。また、

優良農業経営者だけでなくて、優良農業配偶者、優良農業後継者もありますので、あわせて

その内容については精査させていただきます。ご意見ありがとうございます。

○石田議長 田中委員、よろしいですか。

○田中委員 はい、結構です。

○石田議長 その他、質問等ありますでしょうか。

後ろに、今まで表彰を受けた方の名簿が載っていますので、参考にしていただき、２回目

の受賞ができないので、重ならないような形でご推薦をお願いします。

また、推薦等について質問があれば、今のうちに聞いてください。

各支部長さんとご相談していただき、年齢要件等ありますので、支部長さんとご相談して

いただいて、この人ならいいんではないかという方がいらっしゃいましたら事務局に連絡を

お願いいたします。６番、山﨑とよ子委員。
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○山﨑（と）委員 今の件で、その各支部長さんには、何か文書で送られているわけですか。

○石田議長 事務局。

○事務局（菅野） 各集落の支部長には、農家だよりをお配りする際に、皆様にこの実施とい

う形でお配りさせていただいたものとほぼ同じものを支部長さん宛てに送らせていただきま

す。

なお、昨日行われました農産物共進会実行委員会において、お集まりの支部長様方には、

優良農業者表彰のご推薦につきまして、ご協力をお願いいたしました。

○石田議長 その他、質問等ありますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、こちらの件はよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

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

⑤その他

○石田議長 では、次にいきます。協議事項５番、その他、事務局からよろしくお願いしま

す。

○事務局（菅野） その他につきましては２点ございます。

まず１点目が、８月農地利用状況調査の対応についてということになります。こちらは、

本来であれば、農地利用状況調査の調査後に農業委員会総会において、委員の皆様の中で、

この農地がよかった、悪かった、通知文書を出したほうがいい、強めの文書を出したほうが

いいというようなご協議をいただいて、最終的には対象者に事務局から通知を出して、是正

をしていただくという形をとっております。ただし今回は、農地利用状況調査が８月28日で

総会の後になり、農地利用状況調査をやっていただいてから次の総会まで１カ月の時間を要

してしまいます。そこで、大変申し訳ないんですが、事務局の案といたしまして、８月28日

の農地利用状況調査を行った後に、皆様で行った利用状況調査の意見を踏まえて会長と会長

代理にご審議をいただいて、対象者への対応を行おうと考えております。こちらの件につき

ましてご協議をお願いいたします。

○石田議長 利用状況調査の件ですが、初めてで皆さんはきっとイメージが湧かないかと思い

ますが、畑を確認してもらって、どうしても草がひどいとか管理が悪いというところには、

何かしら改善を求める文書を出すか出さないかということを皆様とご審議いただきますが、

今回、時間が無いということで、私と会長代理とで協議し決定いたしますが、それでよろし
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いでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 皆様には農地利用状況調査の実施場所でぜひご意見を言っていただいて、それを

参考にして、その後の審議をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

よろしいでしょうか。

事務局。

○事務局（菅野） 農地利用状況調査につきましては、８月28日に行いますが、その際には、

一度皆様にお配りしましたが、点数表を、皆様に行き渡るように我々でご用意いたしま

す。

また、和光市に農地がどれくらいあるか示せるようなものをご用意いたしますのでよろし

くお願いします。

○石田議長 よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、その他の２番目をよろしくお願いします。

○事務局（菅野） その他の２番目といたしまして、皆様のお手元に本日配付しました、和光

市農業委員会の名簿についてでございます。

内容につきましては、氏名、住所、電話番号、担当地区、農業委員会から選出する委員と

いうことで、皆様の情報を載せさせていただいております。こちらは、氏名と住所と電話番

号というのは個人情報になりますので、もしこれは載せないでほしいということがありまし

たら、我々のほうで、申し訳ありませんが一回回収して、再度直したものを皆様にお配りい

たします。皆様方で、連絡をされるとき、事務局から委員の皆さまに連絡をとりたい時のた

め、ご用意させていただきました。配付してよろしいかをご協議いただきたいと存じます。

○石田議長 今、名簿を皆様にお配りしたものがありますので内容を見て、書かれていること

が間違いが無いかどうかを確認していただき、私は非公開にしたいというものがありました

ら、この場で言ってください。修正したものをもう一度配り直すそうですので、皆様のご意

見をお願いします。

大丈夫ですか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、事務局、その他はいいですか。

○事務局（菅野） はい、協議事項その他はありません。
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○石田議長 では、協議事項はここまでで、次にいきたいと思います。

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

◎諸報告

①会長専決

○石田議長 諸報告１番、会長専決について、事務局、よろしくお願いします。

○事務局（菅野） 諸報告の１番、会長専決につきまして、今月の会長専決は農地法第４条の

届出が２件、農地法第５条の届出が３件になります。

ただいま写真をお回しいたしますので、ご確認いただければと思います。

（写真回覧）

○石田議長 事務局。

○事務局（菅野） こちらは、会長専決につきましては、先月の総会におきましてもご説明さ

せていただきましたが、会長専決というのは、和光市の市街化区域内にある農地において、

農地から農地以外のものに変えるとき、例えばお持ちの農地を駐車場に転用する場合が農地

法第４条の届出になりまして、例えば誰かにその農地をまた別の方に譲渡して、駐車場に転

用するときには農地法第５条の届出になります。市街化区域内の農地におきましては、農業

委員会の会長の専決事項になりますので、会長の専決を行ったものが、農地法第４条の届出

が２件、農地法第５条の届出が３件になります。

○石田議長 では、写真が回りましたが、質問、ご意見等ありますでしょうか。

よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、会長専決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２番、その他、事務局、お願いします。

○事務局（菅野） 諸報告、その他につきましては６件ございます。

まず１点目、平成29年度農業委員研修会についてということになります。

こちらは、ご用意させていただきましたお手元の資料、平成29年度農地利用最適化推進活

性化研修会という形で載せさせていただいているものでございます。こちらは、①の８月30

日の羽生市産業文化ホール大ホールに参加をいたします。お時間が午後１時半から４時にな

ります。こちらに間に合うように向かいますので、皆様は、８月30日水曜日、当日は昼食を
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済ませていただいて、和光市役所の下の通用口、駐車場のところから、地下から市役所に入

るところがあるんですけれども、そこの前に、委員の皆様は12時に集合していただきます。

そちらへ集合していただいて、事務局で車を２台用意してありますので、そちらに乗ってい

ただいて送迎いたします。帰りについては、市役所駐車場に着くようにしますので、皆様は

お車でお越しの際は、あらかじめ駐車券を事務局にお渡しください。当日また我々から申し

上げますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

以上です。

○石田議長 格好はこの格好で大丈夫ですか。

○事務局（菅野） はい、今現在のこの格好で。

○石田議長 クールビズなので、スーツ着用のノーネクタイでご参加ください。

では、続きまして２つ目をお願いします。

○事務局（菅野） はい。その他の２つ目になります。全国農業新聞の購読についてです。

新しく委員になられた方は、９月から全国農業新聞がご自宅に届きます。こちらは週刊の

ものになりまして、月４回、金曜日に発行されるものになります。お申し込みは事務局でさ

せていただきましたので、ご自宅に届きます。お支払いにつきましては、皆様からいただい

ている互助会費から、事務局で手続きさせていただきますので、そちらもご理解のほどよろ

しくお願いいたします。

以上になります。

○石田議長 ということですので、よろしくお願いします。

では、その他３番目、お願いします。

○事務局（菅野） その他３番目になります。先ほど協議事項でも申し上げましたが、農地利

用状況調査の実施についてということで、28日の月曜日、13時30分、午後１時半に和光市役

所通用口のところにお集まりください。皆様にお集まりいただいて、また我々の車に乗って

いただいて、今回は和光市の農地を全面的に見ていこうという試みになっておりますので、

よろしくお願いいたします。

○石田議長 次回からは２班に分かれて、場所を分けて、手分けして回ろうということですが、

今回初めてということで、和光全体の農地を皆さんで見てもらいますので、時間はかかりま

すが、１時半から皆さんで回るというということでお願いします。

事務局、どうぞ。

○事務局（菅野） この農地利用状況調査は、車から降りていただいて畑を見ていただく形に
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なりますので、スーツではなくて、動きやすい格好でご参加ください。

それと、この日が雨天だった場合は、中止かどうか会長と協議させていただいて、皆様に

ご連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

○石田議長 分かりました。では、雨天だった場合は協議するということでお願いします。

運動靴等で、畑のふちとかまで行ってもらうようになるので、動きやすい格好でよろしく

お願いします。

よろしいでしょうか。

では、次に４番目、お願いします。

○事務局（青木） その他、４番目ですけれども、委員の皆様の報酬につきまして、第１回目

が先日20日に振り込まれておりますけれども、こちらは７月分も一緒に振り込まれている形

なので、12日間分ぐらい多いので、いつもより多いということでご認識をお願いします。来

月からは大体毎月一緒の金額になってまいります。任期の３年間の一番最後のとき、７月分

が少ないような形で、支払われることとなります。

ただいま明細書をお配りしておりますので、後ほどご確認ください。よろしくお願いしま

す。

○石田議長 ということなので、よろしくお願いします。

次、その他、５番目をお願いします。

○事務局（菅野） ５番目になります。農業委員会委員の活動報告についてということで、先

月の農業委員会総会においてお配りいたしました農業委員活動記録帳及び農業委員活動記録

簿に基づいて、農業委員としてのこの１カ月の活動の報告をお願いします。

なお、選出先の会議等でご参加された場合も含めていただいて結構でございますので、今

お手元にある限りでも構いませんので、順番にご報告をよろしくお願いいたします。

それでは、会長、よろしくお願いいたします。

○石田議長 はい、分かりました。

では、活動報告ということで、私から行います。

７月20日、任命式、そして第１回の総会、24日に朝霞地区農業委員会連絡協議会、そして、

農業委員会互助会の会計手続ということを24日にやりました。29日に上原バラ園の感謝の集

いに参加、30日に農業委員の就任報告会をやっていただきました。31日に北足立農業委員会

連絡協議会の臨時総会に出席いたしまして、８月３日、会長専決、８月４日に現地を見させ

ていただいて、8.1調査、農地耕作状況調査の提出を９日と10日に行い、会長専決をしまし
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て、新旧農業委員会とＪＡの役員の合同暑気払いが10日にありました。あと会長専決が８月

22日、そして８月23日に打ち合わせをしまして、８月24日に市民まつりの共進会の実行委員

会を行いました。

以上です。

私は多いですけれども、皆さんはそんなに無いと思いますので、主立ったものがあるよう

でしたら順番に発表をお願いします。

では、２番、冨澤委員から。

○冨澤委員 ７月20日の任命式と総会と、あとは８月24日、農地パトロール、現地調査を２カ

所回りまして、８月24日、和光市民まつり農産物共進会に支部長として出席いたしました。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

では、３番、田中明委員。

○田中委員 他の委員と共通する事項以外は特にありません。

○石田議長 では、４番、新坂委員、お願いします。

○新坂委員 私もちょっとまとまっていないので、主立ったところだけで報告いたします。

７月20日に、第１回総会に出席いたしました。その後、８月９日に市城の支部長と打ち合

わせをいたしました。翌８月10日に宿坂上の支部長と会合いたしました。同じく８月10日、

農業委員会の暑気払いをしました。そして８月24日、第１回の共進会の会議に出席いたしま

した。

以上です。

○石田議長 では、５番、大熊委員。

○大熊委員 同じく７月20日に第１回の総会に参加いたしました。続きまして、７月27日、現

地調査ということで、Ｅさん、Ｆさんの証明をさせていただきました。８月10日、農地耕作

状況及び農業経営調査を支部長より回収いたしました。提出がその翌週になったと思います。

あと８月10日、ＪＡ、新旧農業委員の合同暑気払、その他に、新生と大一の支部で報告会を

やっていたのが漏れているので、またそれは書いて提出いたします。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

では、６番、山﨑とよ子委員。

○山﨑（と）委員 まとまっていないんですけれども、皆さんと一緒で、７月20日、任命式に



－17－

参加して、そのときに総会に出席いたしました。８月８日と15日に事務局の方の訪問を受け

ました。あと、10日に農地耕作状況及び農業経営調査を支部長さんから受託しました。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

では、７番、北嶋委員、お願いします。

○北嶋委員 ７月31日月曜日、20日の総会を欠席しましたため、事務局より任命書、委員バッ

ジを届けていただきました。さらに、総会内容の説明を受けました。８月18日、事務局来訪、

事務手続、書類作成のため。同じく18日、事務局来訪で、書類作成のため。８月24日木曜日、

平成29年度第１回和光市民まつり農産物共進会実行委員会に出席しました。

以上です。

○石田議長 では、８番、加藤委員、お願いします。

○加藤委員 ７月20日、第１回総会に出席しました。この日には農業委員の任命式もございま

した。８月３日、農業委員の就任報告会をしていただきました。続きまして、８月10日、

8.1調査の回収と、それから事務局へ提出をいたしました。続きまして、８月18日、事務局

との事務手続についてありました。それから８月19日、二軒新田自治会の夏祭りに参加をい

たしました。それから８月23日、地域農地のパトロールということで、このところ雨が大変

集中的に降るということで、土砂の流出等の確認をいたしました。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

では次に、９番、山﨑孝明委員、お願いします。

○山﨑（孝）委員 ７月20日に任命式、総会、役員人事を行いました。８月１日、工事完了調

査、事務局と２カ所回らせていただきました。８月９日、8.1調査の調査票を事務局に提出

させていただきました。10日、新旧委員暑気払い、ＪＡあさか野、農業委員会合同で合同交

流会を行いました。先日の８月24日、和光市民まつり農産物共進会の第１回実行委員会を行

いました。

以上です。

○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 ７月20日に第１回和光市農業委員会総会、任命式に出席しました。その第１回総

会に先立ちまして、その前になっちゃうんですけれども、７月17日に現地調査を４カ所回り

ました。そして、７月25日だったと思うんですが、研有会の皆さんに就任報告会をやってい
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ただきまして、８月３日には富貴揚支部でまた就任報告会をしていただきました。

以上です。

○石田議長 では次、11番、冨岡委員、お願いします。

○冨岡委員 まず、皆さんと同じく20日に任命式、そして総会に参加いたしました。あと、

8.1調査で、私、３支部持っているんですが、３支部の調査票を９日に役所に提出をいたし

ました。それで、隣にいる鳥井委員と一緒に研有会のほうでやはり25日に就任報告会をして

いただきました。

以上です。

○石田議長 ありがとうございました。

では、活動報告は以上です。

事務局、お願いします。

○事務局（菅野） 活動報告につきまして、皆様ありがとうございました。

今後もこちらは引き続き行っていきたいと考えておりますので、もし書き方とか分からな

いところがございましたら事務局に言っていただければ、いろいろとご相談させていただき

ます。今皆様が報告していただいた内容、そういうものを毎回毎回書いていただければと思

います。もしご不明な点、分からない点がありましたら事務局にお願いいたします。

なお、今回のご提出できる方については、お名前を書いていただいて、今回は７月から８

月という形で表記をいただいて、事務局にご提出ください。本日お持ちでない方は、また後

日でも結構でございますので、表の表と裏の詳細も書いていただいてご提出をよろしくお願

いいたします。

○石田議長 では、活動記録を今日お持ちでない方は、後日、事務局へ提出をよろしくお願い

します。その提出しに行ったということを今度、次の記録に書けるので、書いてください。

こちらはよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、諸報告、その他６番目、お願いします。

○事務局（菅野） 最後になります。その他６番目につきまして、平成29年度和光市都市農業

推進協議会という会が開かれました。加えて、昨日ですけれども、和光市農産物共進会実行

委員会というのが開かれましたので、そちらにつきましてご説明をさせていただきます。

まず、平成29年度和光市都市農業推進協議会ですけれども、こちらは、和光市の農業委員

会、あさか野農業協同組合、消費者団体、農家団体等で形成されているものでございまして、
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15名の構成となっております。目的としては、和光市の都市農業を推進していくためにはど

のようなことをしたらよいのかというところを協議する会になっております。

こちらは、７月６日付で平成29年度の計画並びに収支予算につきまして承認を得たところ

でございます。平成29年度の計画につきましては、木曜市運営に係る活動の支援、援農ボラ

ンティア事業、軽トラ市運営に係る団体活動支援、採れたて野菜まちかど販売所に係る団体

活動支援、西洋野菜等試験栽培に係る団体活動の支援、緑化まつりの参加、あとは和光市担

い手育成総合支援協議会の開催、和光市都市農業推進協議会の会議の開催、和光市都市農業

推進協議会講演会の開催という形で計画がなされました。

こちらは、１番目の木曜市運営に係る活動支援というのは、和光市の行政棟と議会棟の間

のところで、第１木曜日と第３木曜日に木曜市というのを10時から１時までの間で開催して

おります。こちらは、主体は農協の直売センター出荷協議会に実施していただいております

けれども、そちらの活動の支援という形になります。

２番目の援農ボランティアというのは、和光市で援農ボランティア制度という制度がござ

います。援農ボランティアをやりたいよという方と受け入れたいよという方を登録させてい

ただいて、そのマッチングを和光市で行っておりまして、そちらの事業の支援という形にな

ります。現在５組ぐらいの方が援農ボランティア制度を利用されております。こちらは、ボ

ランティアをされる方は、和光市で保険を掛けるので、もし万が一何かあっても対応するこ

ともできますので、皆様もご興味ある方は事務局に言っていただければと思います。

続けて、軽トラ市運営に係る団体の活動支援ということで、こちらは、駅前のいこいの広

場というところで軽トラ市というのを開催しております。軽トラ市には、出荷協議会、後継

者倶楽部、庭先販売組合、あとは埼玉研有会の団体の皆様のご協力を得まして、農産物販売

を実施しております。現在、この８月23日まで12回開催しております。今後も第２水曜日と

第４水曜日には定期的な開催を予定しておりますので、ご興味のある方はお越しいただけれ

ばと思います。

続きまして、採れたて野菜まちかど販売所に係る団体の活動支援ということで、わこ産わ

こ消を推進するために現在活動しているところでございます。牛房コミュニティセンターと

白子コミュニティセンターで野菜を販売しております。こちらは現在のところ、白子コミュ

ニティセンターでは５月、７月、８月の３回実施しております。牛房コミュニティセンター

におきましては５月、６月、７月、８月の４回の開催を行いました。こちらもかなり多くの

方にご来店いただいて、和光産の野菜を販売する機会を得ておりますので、今後も継続的に
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実施したいと考えております。

次、西洋野菜等試験栽培に係る団体活動支援ということで、現在、農業後継者倶楽部がこ

の西洋野菜の栽培に少し取り組んでいただいているところでございます。そちらの活動の支

援という形でさせていただいております。

都市農業推進協議会につきまして、この会で毎年、講演会か、もしくは研修に行ったりと

いう形でいろいろ活動しているところであるんですけれども、今年度は平成30年２月頃に講

演会を予定しておりますので、農業委員の皆様にもご出席をお願いするかもしれませんので、

またそのときにはよろしくお願いいたします。

都市農業推進協議会につきましては以上になります。

続きまして、昨日８月24日に行われました和光市民まつり農産物共進会実行委員会につき

ましてご説明させていただきます。

こちらは、農業委員、支部長合わせて28名の方がご参加いただく形になりました。目的と

いたしましては、和光市民まつりにおいて、こちらの農業のブースでは和光の農産物の共進

会を行って、和光の農業というものを発展させていこうというところが目的となっておりま

す。こちらにつきましても、計画と収支予算につきまして承認を得ましたので、この場を借

りてご報告させていただきます。

11月９日は人参共進会というものを開催させていただく予定になりまして、11月11日土曜

日につきましては共進会が行われる予定となりましたので、ご報告させていただきます。

事務局からは以上になります。

○石田議長 その他は終了しました。

皆様から質問と疑問、意見、ありますでしょうか。

事務局。

○事務局（菅野） 皆様のお手元に地図をご用意させていただきました。表も裏も真っ白の写

真になっています。和光市内の全域の地図ではないんですけれども、市街化調整区域内にお

ける農地転用等があった場合、そちらの農地に足を運んで、確認していただきたいと存じま

す。それに伴って、今回、調整区域のところをピンポイントで印刷した地図になっておりま

すので、そちらをご参考にしていただいて、現地調査を積極的に進めていただければと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。

○石田議長 その他、皆様から何かご意見、ご質問あるでしょうか。

よろしいでしょうか。
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３番、田中委員。

○田中委員 今後の日程についてお聞きしたいのと、確認をさせていただきます。

まず28日、農地利用調査が、１時半、市役所集合になっていますが、都合により欠席いた

します。申し訳ございません。

○石田議長 はい、分かりました。

３番、田中委員。

○田中委員 それともう一点、30日、農業委員の研修ですが、欠席いたします。

○石田議長 はい、分かりました。

事務局、よろしいでしょうか。

○事務局（菅野） はい、かしこまりました。

○石田議長 その他ありますでしょうか。

事務局。

○事務局（菅野） 和光市民まつりへの参加ということについてですけれども、こちらは、11

月11日、12日は、まだ何をやるかは決まっておりませんけれども、農業委員さんのご出席が

できるかどうかの確認は、今現在で分かる範囲でいいので教えていただきたいのですが、い

かがでしょうか。

○石田議長 11月の何日ですか。

○事務局（菅野） 11日の土曜日と12日の日曜日になります。

○石田議長 11月11日と12日の日、ご都合はいかがでしょうか。皆さん、都合の悪い人がいた

らお願いします。

６番、山﨑（と）委員、どうぞ。

○山﨑（と）委員 私、和光市民まつり実行委員になっていまして、自分のブースもあります

ので、参加できません。顔は出すかもしれませんけれども、よろしくお願いします。

○石田議長 田中委員も自分のブースで活動なさるのでしょうか。

３番、田中委員。

○田中委員 それは12日ですね。12日は参加できません、11日は、お昼までは参加しますので、

よろしくお願いします。

○石田議長 その他、事前にご都合が悪いというのが分かっていらっしゃる方がいましたらご

報告お願いします。

８番、加藤委員。
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○加藤委員 12日ですけれども、交通安全協会から依頼がありましたら、パトロールしながら

顔を出すということもできると思いますが、できるだけこちらを優先したいと思っているん

ですけれども、28日に安全協会のほうの会議がありますので、その日程等もできているかと

思いますので、再度そこで検討させていただきたいと思います。

○石田議長 はい、分かりました。よろしくお願いします。

それぞれ入っている会等もありますので、その辺は調整しながらやりますので、都合が悪

いことがありましたら、事務局と相談、ご一報ください。よろしくお願いします。

その他ありますか。いいですか。

皆様からはよろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、大変長時間にわたり慎重なご審議をいただきましてありがとうございます。

本日の内容は以上となります。

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

◎閉会

○石田議長 以上で第２回和光市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。ありがとうございました。

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


