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欠席委員（１名）

６番 加 山 和 義 君
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開会 午後 ３時００分

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

◎開会

◎開議

○事務局長（深野） 委員の皆様、こんにちは。

ただ今から第25回和光市農業委員会総会を始めさせていただきます。

本日、加山委員より欠席の連絡を受けています。

○柴﨑会長 こんにちは。

午後３時からということで、こんなに遅く始めることは初めてです。昨日のことですが、

諏訪神社の祭りを無事終えることができました。花火も、雨の中でどうなるかと心配された

んですが、盛大に上げることができました。皆様、ありがとうございました。

それでは、第25回和光市農業委員会総会を始めます。

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

◎議事録署名委員の指名

○柴﨑議長 まず、議事録署名委員ですが、10番、冨澤貢一委員、11番、石田秀樹委員にお願

いいたします。

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

◎協議事項

①８月の農業委員会総会の日程について

○柴﨑議長 続きまして、本日は議案がございませんので、協議事項に移りたいと思います。

事務局より説明をお願いいたします。８月の農業委員総会の日程について。

○事務局（高橋） 協議事項１の８月の農業委員会総会の日程についてですが、１日限定とな

りますが、８月26日金曜日を提案させていただきます。開始時間は午前９時半から、もしく

は午後２時からで、会場は第２委員会室を予定しております。

ご協議のほどよろしくお願いいたします。

以上です。

○柴﨑議長 ８月26日のみということですがいかがでしょうか。

○冨澤委員 この日、ＪＡで新倉地区を対象に、農業改革の説明会が９時半から、和光支店で

開催されます。

○柴﨑議長 各地区で説明会を行なうのですか。
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○冨澤委員 そうです。要するに、次期の役員選出のことや、それから農業改革に関する説明

会という形で、選出区分単位ごとに行います。新倉地区の説明会は、26日の９時半から行い

ます。

○柴﨑議長 出られるんですね。

○冨澤委員 はい。農業委員会の委員は参加してもらう予定です。

○柴﨑議長 農業委員は、出席しなければならないということですね。

では、26日だったら午後ということですね。

○冨澤委員 午後だったら大丈夫です。

○柴﨑議長 わかりました。

それでは、26日の午後２時ということでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○柴﨑議長 では、よろしくお願いいたします。

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

②平成２８年度県農地耕作状況及び農業経営調査について

○柴﨑議長 続きまして、２番、平成28年度農地耕作状況及び農業経営調査について、事務局

より説明をお願いいたします。

○事務局（高橋） 協議事項２の平成28年度県農地耕作状況及び農業経営調査について説明い

たします。

こちらは、農地法第52条に基づき、毎年農家の皆様にお願いしております、いわゆる8.1.

調査になります。

お手元に実施要領と調査票の記入例をお配りしていますので、そちらをご覧ください。

今回も500平米以上の経営面積をお持ちの方を調査対象とさせていただき、実際にご記入

いただく世帯別調査票には、昨年までの調査等により把握している世帯の情報や農地の所有

状況といった情報をあらかじめ記載してあります。

調査票の左側及び下半分は、基本的には記載してあるものをご確認いただき、必要に応じ

て修正していただく形になります。今回も例年同様、農業委員の皆様から選出母体の各集落

の調査票を各集落支部長にお渡しいただきますようお願いいたします。支部長の手に渡った

後は、支部長や班長から各世帯に配布していただく形になります。日程につきましては、お

手元の実施要領にございますとおり、委員の皆様から各集落支部長への調査票の配布が28日

から29日、各集落支部長から各世帯への配布が30日から31日、そして、各世帯にご記入いた
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だいた調査票を各支部長や班長に回収していただくのが８月１日から11日、回収した調査票

の支部長から農業委員の皆様への提出が８月12日までとなっております。

最後に、８月12日以降、集まった調査票を事務局にお持ちいただくことを毎年お願いして

おります。最終的な事務局への提出ですが、８月19日の金曜日とさせていただきます。この

期限は念のために設けているものですので、間に合わない場合には、ご一報いただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。

調査票は後ほどお渡しさせていただきますが、半三池、市城、浅久保については農家では

ない方が支部長となっております。農家である支部長については、8.1.の調査票に支部長宛

ての通知も同封しておりますが、農家でない支部長についても支部長宛ての通知を用意し、

封筒に入れておりますので、ご確認ください。

また、お手元に各集落支部長の名簿と調査対象となっている集落ごとの農家名簿も配布し

ておりますので、そちらもご参照ください。

以上です。

○柴﨑議長 ありがとうございます。

8.1.調査ですが、ご質問等あったらお願いいたします。

今日渡せるんですか。

○事務局（高橋） ご用意しております。

○柴﨑議長 よろしいですか。何か質問ありますか。

加藤委員。

○加藤委員 うちのところの支部長がちょうどこの日、通夜と葬儀が重なっていて配布できな

いですが、どうしましょうか。

○田中委員 多少ずれるのは、もう支部長にお任せするよりしようがないじゃないと思うんだ

けれども。極端に言えば、９日までに事務局に提出すればいいんだから、８月の初めに配布

してもいいと思いますよ。事情が分かると思うので、日程等は臨機応変にやった方がいいと

思います。

○柴﨑議長 では、それでお願いします。

○畑中委員 ちょっと質問ですけれども、調査票の部分なんですけれども、農家、従事程度の

基幹と補助とありますよね。これはどういう基準があるんですか。

○柴﨑議長 基準。

○畑中委員 自分の家をちょっと例に出して申し訳ないんですけれども、やっぱり70から80の
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高齢になって、それなりにはもちろん仕事をしているんですけれども、そういう場合、どう

いう基準でこの基準と補助とか、もしくは、その健康状態とか年齢とかという基準があるん

でしょうか。

○柴﨑議長 どうでしょうか。

○事務局（渡辺） お配りする書類の中に、記入の仕方をお示ししております。その中で、基

幹はこのぐらいですとか、補助の方はこのぐらいといったようなある程度の目安をお示しさ

せていただいております。

○畑中委員 分かりました。

○事務局（渡辺） そちらをご参考にご記入いただければと思います。

○柴﨑議長 この調査票で去年と変えているところはないですか。項目を変えているとか、そ

ういうのはないですか。

○事務局（渡辺） はい。去年の様式と変えているところはございません。

○柴﨑議長 わかりました。

何かほかにご質問ある方。よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○柴﨑議長 それでは、配布をよろしくお願いいたします。

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

③その他

○柴﨑議長 続きまして協議事項、その他、事務局お願いします。

○事務局（高橋） 協議事項３のその他としまして、２０１６和光市民まつりの模擬店の出店

についてですが、出店される場合には来月に模擬店出店の申し込みを行いますので、農業委

員会として出店を行うかどうかについてと、出店する場合、「じゃがべえ」にするかほかの

ものにするかご協議いただければと思います。

以上です。

○柴﨑議長 和光市民まつりの模擬店なんですが、毎年恒例の「じゃがべえ」なんですが、ど

うしましょうかということなんですが。何かありますか。

○石田委員 何もなければ、引き続きやるということでいいんじゃないでしょうか。

○柴﨑議長 では、よろしいですか、今期は実施するということで。

○石田委員 はい。

○柴﨑議長 では、ご協力のほどお願いいたします。
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──────────────────────────────────────────

◎諸報告

①会長専決

○柴﨑議長 続きまして、諸報告お願いします。１番、会長専決。

○事務局（高橋） 諸報告１の会長専決ですが、今月の会長専決は、４条の届出が３件、５条

の届出が５件となっております。

ただ今写真をお回しいたしますので、ご確認をお願いいたします。

（写真回覧）

○柴﨑議長 会長専決ですが、ただ今写真回りましたが、ご意見、ご質問ある方はお願いいた

します。

よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○柴﨑議長 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

○柴﨑議長 諸報告、２番、その他、事務局お願いします。

○事務局（高橋） 諸報告２のその他ですが、先月の総会で来月29日に羽生市で開催される平

成28年度農業委員研修についてご連絡させていただきましたが、現時点で欠席される方がい

らっしゃいましたら本日ご連絡いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

以上です。

○柴﨑議長 ８月の羽生の研修会ですが、８月29日ですよね。８月29日、都合悪い方。齋藤委

員ですね。

他に欠席の方いますか。

○田中委長 別の会議に出るので、欠席します。

○柴﨑議長 分かりました。欠席は齋藤委員と田中委員ですね。では皆さん、よろしくお願い

します。

次、ございますでしょうか。

○事務局（高橋） その他、以上になります。

○柴﨑議長 委員の皆さんから何かございますでしょうか。

（「ありません」の声あり）
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○柴﨑議長 ありませんか。

（発言する者なし）

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

◎閉会

○柴﨑議長 それでは、本日もご協力どうもありがとうございました。この後、合同暑気払い

がございますので、皆さん、よろしくお願いいたします。

それでは、第25回和光市農業委員会総会を閉会いたします。

ありがとうございました。

閉会 午後 ３時２０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。

平成２８年９月６日

和光市農業委員会議長 柴﨑 幸夫

署名委員 冨澤 貢一

署名委員 石田 秀樹


