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開会 午後 ２時００分

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

◎開会

◎開議

○事務局長（深野） それでは、委員の皆様、こんにちは。

定刻になりましたので、ただいまから平成30年和光市農業委員会10月総会を開会いたしま

す。

それではこの後、会長、どうぞよろしくお願いいたします。

○石田会長 皆さん、こんにちは。

やっと秋らしくなって、作物も伸び伸びと育つ気候になりました。農産物共進会も大分近

くなってきましたので、ぜひ、皆様、お声かけしてもらって、共進会が盛り上がるように、

ひとつよろしくお願いしたいと思います。本日もスムーズな議事運営に努めますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

それでは、平成30年和光市農業委員会10月総会を始めます。

本日の出席委員は11人中11人ですので、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、３番、田中委員、４番、新坂委員を指名いたしま

す。

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

◎提出議案

議案第２１号 農地法第４条許可申請について

○石田議長 それでは、議案に移ります。

議案第21号 農地法第４条許可申請についてを上程いたします。

事務局より説明をお願いいたします。

（事務局朗読説明）

○事務局（野口） 本案件は、市街化調整区域内の農地を自己資金で農地以外のものに転用す

るための申請です。

申請地の利用計画について説明いたします。
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申請地は、東側に10メートル×4.5メートルの開口部を設けます。場内全体を掘削後に砕

石を敷き転圧します。また、出入口付近についてはコンクリート舗装で仕上げます。周囲に

ついては、開口部以外にブロック５段積みを設置予定ですが、メッシュフェンス等は設けな

いとのことです。

使用予定業者である株式会社Ａは、産業廃棄物の収集運搬及び処分や資源物の収集運搬、

処理等を主たる業務とし、本店所在地は東京都板橋区仲町＊＊番＊号になります。現在、和

光市白子＊－＊に車両23台、板橋区高島平＊－＊＊－＊＊に車両８台、板橋区三園＊－＊－

＊にあるリサイクルセンターに車両２台を駐車していますが、９月末で高島平の駐車場を返

還することになり、８台分の駐車スペースがなくなることから、盗難防止等を理由に、現在

３カ所ある駐車場を１カ所にまとめたいとの理由で申請に至りました。申請地にはパッカー

車24台、アームロール車２台、キャブオーバー２台、冷蔵冷凍車１台、バン４台のほか、通

勤用車両を駐車予定です。

続きまして、許可要件等の整合性ですが、申請目的実現の可能性については、まず駐車場

ですので、他法令との調整は必要ございません。また、計画の資金調達については、工事見

積書、資金調達計画書、残高証明書が提出されており、内容を確認しております。

次に、計画面積の妥当性ですが、現在、利用している駐車場の面積は合計すると約1,000

平米ですが、申請地は、この1.5倍に当たる約1,500平米となります。この計画面積が妥当か

どうかをご審議ください。なお、高島平の駐車場については書面にて駐車場閉鎖の案内を確

認しておりますが、現在利用中の和光市白子の駐車場につきましては、返還するかどうかは

口頭レベルでのやりとりのみとのことで、書面による確認はとれておりません。

周辺農地については、北側隣地と南側隣地は既に農地転用がされております。計画から発

生する被害防除についてですが、計画書において計画どおりの運用を確約しており影響は少

ない見通しです。また、盗難防止等を理由とした申請になりますが、照明や電気のほか、入

口のフェンスなどは一切設けないとのことです。現実性を欠くのですが代理人の説明によれ

ば、その日最後に駐車場に戻ってきた人が車中泊をし、翌朝出勤する担当に引き継ぐとの話

です。

最後に農地の区分についてですが、農地法施行規則第46条、「宅地化の状況が第３種農地

の場合における住宅等又は公共施設等が連たんしている程度に達している区域に近接する区

域内にある農地の区域で、その規模がおおむね10ヘクタール未満であるもの」に該当し、転

用可能な第２種農地と判断できます。
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説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

では、これから参考人の方に入ってもらって、転用の経緯等について説明をしていただき

ますが、よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、事務局、お声かけをお願いいたします。

（参考人入室）

○石田議長 ご紹介します。

申請者、Ｂさんの代理人といたしまして、株式会社ＣのＤさん、Ｅさんにお越しいただき

ました。

本日は忙しいところ、ご苦労さまです。

○参考人（Ｄ） よろしくお願いします。

○参考人（Ｅ） よろしくお願いします。

○石田議長 和光市農業委員会では、農地転用の許可申請があった場合、関係者の方にお越し

いただき、農地転用に至った経緯や工事の概要、申請地の利用形態等について説明をしてい

ただき、その後、委員から質問があればお答えになっていただくという形になっております。

なお、和光市農業委員会会議規則第８条第２項の規定によりまして、発言される際は、必

ず挙手により議長の許可を得てから発言するようにしてください。

それでは、Ｄさん、工事の概要等の説明をよろしくお願いいたします。

○参考人（Ｄ） ＣのＤと申します。よろしくお願いいたします。

このたび東京都板橋区に事務所を構えるＡ株式会社様より、今現段階で３カ所に分かれて

いる駐車場のうちの１カ所が閉鎖になるので駐車場を探しているとのお話をいただきました。

そういった中で、高島平の地区で最初、駐車場を探しましたが、駐車場として貸せる土地が

なく、和光に来て土地を探していたところ、このたびの土地が該当するということで申請を

させていただきました。

理由といたしましては、現在３カ所に分かれているので、そちらで盗難だとか、そういっ

た被害も出ておりますので、１カ所にまとめることで、そういった対策になるのではなかろ

うかということと、現状、今回申請させていただく土地の近隣が、もう農地転用が済んでい

る状態で、前面道路はダンプや大型車両が多く通ることから作付できない状況の中で、この

土地を農地転用させていただいて、駐車場として使わせていただければと思い、申請させて



－6－

いただきました。

以上です。

○石田議長 ただいま参考人から農地転用の概要について説明をいただきましたが、委員の皆

様から何かご質問はありませんか。

11番、冨岡委員。

○冨岡委員 盗難防止のために駐車場を１カ所にまとめるということですが、盗難防止という

ことで照明なり防犯カメラ等は設置はなされないのですか。

○石田議長 Ｄさん。

○参考人（Ｄ） 今、現状考えている中では、そういったものの設置は、あくまで検討段階な

ので、農地転用直後には設置する予定はございません。ですが、高島平に事務所がございま

すので、そちらから巡回で、人が小まめに見回るような形で防犯対策をとろうと考えており

ます。

以上です。

○石田議長 11番、冨岡委員。

○冨岡委員 何か事前に事務局に確認した際に、防犯、盗難防止対策のために、一番最後に戻

ってきた方が、車中泊をして、翌朝にそれを引き継ぐという話も聞いているんですが、それ

に関しては、ないということでよろしいですか。

○石田議長 Ｄさん。

○参考人（Ｄ） そちらに関しては、当初その予定で考えていたんですが、今はそういったこ

とは全くなく、事務所の方が巡回に来るということで、車中泊等は一切考えてございません。

○石田議長 よろしいですか。

冨岡委員。

○冨岡委員 ご存じだとは思いますが、都市計画法の規定により、市街化調整区域内はプレハ

ブやトイレ等、設置はしてはいけないというふうになっておりまして、確約書も提出してい

ただいておりますので、法令を厳守していただきたいと思います。

○石田議長 その他質問はありますか。

10番、鳥井委員。

○鳥井委員 今回の申請の内容で、車両33台に対して1,500平米という面積の転用ということ

ですが、転用面積として1,500平米というのは、ちょっと大き過ぎるのではないかなという

ふうに思っています。もともと使用していた駐車場が合わせておよそ1,000平米というお話
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だったと思うんですけれども、今回1,500平米を転用する理由というのは、どういうことな

んでしょうか。

○石田議長 Ｅさん。

○参考人（Ｅ） 今回、一括で土地を借りるということで、時間帯によって運送会社という形

になりますので、出る車両がその日によって変わる形になりますということで、車路等もし

っかり確保しまして、出入りが十分問題なくできるようにということで確保させていただい

ていまして、過去使っていた駐車場が一部月極駐車場を借りているような形がございました

ので、月極駐車場に関しましては、広さは借りている部分しか入らないので、車路なんかは

入っていないということで、大きさはそんなには変わらないところになるのではないかとい

うふうに考えております。

以上です。

○石田議長 10番、鳥井委員。

○鳥井委員 今回、許可がおりた後に又貸しをするとか、そういったことはないでしょうか。

○石田議長 Ｅさん。

○参考人（Ｅ） 自社で使うのに広過ぎることも無い土地ですので、又貸し等の予定もなく、

自社のみで使わせていただく予定でおります。

以上です。

○鳥井委員 分かりました。

○石田議長 いいですか。

その他質問は。

７番、北嶋委員。

○北嶋委員 水道は使いませんか。

○石田議長 Ｅさん。

○参考人（Ｅ） 水道を今、使う予定は全くございませんので、引き込み等もしない状態で使

わせていただきます。

○石田議長 ７番、北嶋委員。

○北嶋委員 分かりました。

それから、駐車場の道路側に向かって傾斜があるようですけれども、雨水の対策等はいか

がなさっていますか。

○石田議長 Ｅさん。



－8－

○参考人（Ｅ） 基本的に砂利敷き駐車場での利用となりますので、浸透式、あとは傾斜はつ

けておりますけれども、入口部分にコンクリートで砂利が流れ出ないようということで対策

もさせていただいておりますので、さらに前後に水路がもともとございますので、入口部分

と後ろが水路になっておりまして、それは特に問題ないと。

○北嶋委員 分かりました。

最近、大雨が降ることがありますので、道路側溝に流れないように十分注意していただけ

ればと思います。

○石田議長 その他質問はありますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいですか。

では、最後に私からも、あそこは舗装されてないので、まだ反対側で耕作されている方、

また入り口付近で耕作されている方がいらっしゃいますので、車の出入り等で、できるだけ

静かにやって、ほこりが立たないようにお願いします。

その他質問はよろしいでしょうか。

３番、田中委員。

○田中委員 本件に関しての質問ではないんですけれども、よろしいですか。

○石田議長 はい。

○田中委員 Ｃさんもしかり、またいろいろな業者さん、不動産業者さんしかりですけれども、

農地転用をして駐車場にしています。Ｃさんもお分かりのとおり、鉄板で周りを囲い防犯を

していますね。あの鉄板が正直、隣の畑に対しては高熱で反射で作物が取れない、そういう

状態が非常に発生しています。正直、私のところも若干あるんですけれども、今後、農業委

員会としては、その辺をメッシュフェンス、要は中に光を吸収できるような形を推奨するよ

うなことで進めていければと思っております。その辺はお互いの共存性の中ですので、今後

また、フェンス等をするような農地転用について、Ｃさんが、そういう物件がもしありまし

たら、地主さん、オーナーさんに、その辺の旨をお伝えをぜひいただきまして、できれば健

全な農地転用、そして周りに迷惑がかからないような転用というのが望ましいと思っており

ます。あえてこの件ではございませんけれども、今後の展望ということで、ひとつよろしく

お願いをします。

以上でございます。

○石田議長 ありがとうございます。
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Ｅさん。

○参考人（Ｅ） 田中様、ご意見ありがとうございました。

私どもも農地転用をする際には、必ず周りの方も私も、ほかでおつき合いさせていただい

たりする方が非常に多いもんで、隣地の同意が必要ではない案件に関しましても、できる限

り隣地の方ともお話をしながら、畑に影響がないように、また照明等でも、やっぱり作物に

も影響が出るかと思いますので、しっかり話をした上で、今後も進めさせていただければと

いうふうに思っております。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

その他質問等はありますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいですか。

では、質問がないようですので、本日はＤさん、Ｅさん、ありがとうございました。ご苦

労さまでした。

（参考人退室）

○石田議長 それでは皆さん、何かご意見等ございますか。

（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。

この議案について許可相当ということに賛成の方の挙手をお願いいたします。

（賛成者挙手）

○石田議長 全員賛成。

よって、この議案は許可相当といたします。

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

◎協議事項

①平成３０年和光市農業委員会１１月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平成30年和光市農業委員会11月総会の日程について、事務局より説明をお願い

いたします。

○事務局（野口） 協議事項①の11月の農業委員会総会の日程についてですが、11月29日木曜
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日午後２時からを提案させていただきます。場所は、庁議室です。ご協議のほどよろしくお

願いいたします。

また、12月の総会については、12月26日水曜日午前10時を候補日と考えております。それ

から、来年１月の総会を、１月30日水曜日午前10時を候補日と考えています。また、この１

月30日、総会を開催する日の夜に、あさか野農業協同組合との合同の新年会を開催できたら

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。

ただいま事務局から説明がありましたが、来月の総会は11月29日木曜日午後２時というこ

とで、都合の悪い方はいらっしゃいますか、よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、11月29日木曜日ということで、よろしくお願いいたします。

また、12月26日水曜日ですが、今から都合が悪いという方は、よろしいですか。

（発言する者なし）

○石田議長 それから、１月30日の総会ですが、こちらも皆さん、予定はいかがでしょうか、

よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、予定に入れておいてください。

ここまでよろしいでしょうか。

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

②優良農業者表彰の審査について

○石田議長 では続きまして、協議事項②優良農業者表彰の審査について、事務局より説明を

お願いいたします。

○事務局（野口） 協議事項②の優良農業者表彰の審査について説明いたします。

本日お配りしました資料１をご覧ください。

今回は優良農業経営者を４名、優良農業後継者を２名、ご推薦いただいております。ご推

薦いただきました方々につきまして、推薦された委員の方からそれぞれ推薦理由をご説明い

ただきます。その後、表彰者６名の選出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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では、推薦いただいた委員の皆様から推薦理由を述べていただきます。

では最初に、三協のＦさんを推薦されました３番、田中委員、推薦理由をお願いいたしま

す。

○田中委員 Ｆさんは、前身は建設会社にお勤めでありました。先般、お父さんがお亡くなり

になりましたけれども、お父さんが70の年齢に達したときに会社をやめまして、お父さんを

手伝う形で農業に従事をしておりまして、今は奥様と農地を耕し、自家販売、またＪＡの直

売所販売等にいそしんでおります。非常に研究熱心で、地域の中でもすばらしいアイデア等

を持ちながら農業経営をされているということで、今回、ご推薦をさせていただきました。

以上でございます。

○石田議長 ありがとうございます。

続きまして、半三池のＧさんとＨさんを推薦されました６番、山﨑とよ子委員、推薦理由

をお願いいたします。

○山﨑（と）委員 半三池から２名選出いたしましたが、Ｈさんにおきましては、長年、ＪＡ

に勤務されておられまして、休日は家業の農業の仕事をされていて、退職後は農業に専念さ

れて、直売所にたくさんの野菜が出荷されております。

Ｇさんにつきましては、年間を通してたくさんの野菜を出荷されていますが、中でも桃の

出荷におきましては、朝霞の管内でも１軒だけということであります。さらに後継者も立派

に育てられておられまして、家族全員で営農されていることから推薦をいたしました。よろ

しくお願いします。

○石田議長 ありがとうございます。

続きまして、大一のＩさんを推薦されました５番、大熊委員、推薦理由をお願いいたしま

す。

○大熊委員 Ｉさんは、農家一筋で、当初は市場出荷でホウレンソウを高島平でも指折りの生

産者ということで非常に有名でございました。近年はＪＡの直売所が開設した際に、リーダ

ー的に、これからは直売ではないかということで、お子さんも大学を出てすぐに就農すると

いう、非常に地域でも指折り、また和光市の中でも指折りの農家でございますので、非常に

妥当、またはＩさん以外にいないのではないかということで周りからの声もありましたので

推薦させていただきました。

以上でございます。

○石田議長 ありがとうございます。



－12－

続きまして、二軒新田のＪさんを推薦されました８番、加藤委員、推薦理由をお願いいた

します。

○加藤委員 Ｊさんは、ご存じのように肥育牛を飼育している農家でありまして、最近は畜産

ですので、どうしても臭気の問題が大変周囲の住民の方に迷惑をかけているということで、

去年の２月頃から、コーヒーかすを牛ふんにまぜて発酵させるという、そういう新しい技術

を導入いたしまして、臭気を少しでも低減させる研究をされながら、一生懸命、後継者とし

て農業に畜産に努力している方でございます。今は後継者倶楽部の一員として、市内でもそ

ういう活動をされている方なので、ふさわしい方かなと、そういうふうに思いまして推薦さ

せていただきました。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

続きまして、宿坂上のＫさんを推薦されました４番、新坂委員、推薦理由をお願いいたし

ます。

○新坂委員 Ｋさん、年齢は45歳、約３年前に長年勤められた会社を退職し、現在はお父様の

もとで日々農業を学んでおられます。とても真面目で誠実な人柄ですので、確実に農業技術

を習得されております。自宅で生産された作物は、畑の一画に設けた直売所で販売しており、

地元の人たちからも大変好評を得ております。今後の地元の農業を支えていく担い手として

欠かせない人物になると思って、今回、推薦いたしました。ご検討のほどよろしくお願いし

ます。

○石田議長 ありがとうございます。

ただいま６名の推薦と理由を述べていただきましたが、この６名の候補者について、皆様

からご意見は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、特に異議がないようですので、この６名を今年の表彰者として決定いたし

ます。

それでは、今後の流れにつきまして事務局より説明をお願いいたします。

○事務局（野口） 今後の流れですが、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。それを委員の皆様から支部長さんにもご連絡の上、受賞者へ

お渡しいただきます。その際、受賞者へ受賞していただけるかどうかの確認をしていただき、
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あわせて11月11日の日曜日に表彰式がございますので、受賞者が表彰式に出席可能かどうか

を11月５日月曜日までに事務局までご連絡をお願いいたします。もし、支部長さんから通知

をお渡しいただいた方がいいという場合には、農業委員の皆様から支部長さんへ通知をお渡

しいただいても結構ですが、受賞いただけるかどうかと、当日、出席可能かどうかの確認は

忘れずに農業委員の皆様から事務局までご報告をお願いいたします。

受賞者の皆様には、10時20分にステージ横に集合していただく形になります。なお、ご本

人のご出席が難しい場合は、代理で農業委員の皆様に受賞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。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

では、そのような形で進めますので、ぜひともよろしくお願いします。

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

③その他

○石田議長 続きまして、協議事項③その他について、事務局よりお願いいたします。

○事務局（野口） 協議事項③その他ですが、12月10日の週に、第３回農地利用状況調査の開

催を予定しております。もし、その週に都合の悪い曜日等がありましたら、総会後、事務局

までお知らせください。

先月の総会でも説明いたしましたが、３回目のこの調査につきましては、委員の皆様に、

事前に市内農地をパトロールしていただいて、その結果に基づいて調査をしたいと考えてい

ます。日頃、農作業に行かれるときに、周りの畑を見ていただくなどして、草が伸びてしま

っていたり、管理ができていない農地がありましたら、事務局までご報告ください。こちら

については１・１・１運動の活動にもなりますので、畑が管理されているいないにかかわら

ず、畑をご確認いただいた日があれば、全て農業委員としての活動報告に入れていただけた

らと思います。

なお、ご報告方法については、お電話や窓口で、どこどこの畑、誰々の隣の畑などのご連

絡で大丈夫です。もし、場所が分かりにくいなどあれば、事務局窓口までお越しいただけれ

ば地図等で確認させていただきます。来月の総会、11月29日までにご報告をお願いいたしま

す。指導対象となる農地が見つからなかった場合も、その旨のご連絡をお願いします。ご協

力のほどよろしくお願いいたします。

その他、ご不明な点等がございましたら、事務局までご連絡いただければと思います。
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説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

ただいま事務局から説明がありましたが、12月の第３回利用状況調査につきまして、何か

分からない点、ご質問等ございまし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。

では追って、また不明点がありましたら事務局へお問い合わせください。

また、これについての報告は、今月からスタートですか。

○事務局（野口） そうです。今、確認して分かっているところがあれば教えていただければ、

そこにチェック入れますので、後ほど事務局までお知らせください。

○石田議長 第３回までにきれいになっている場合もありますので。

○事務局（野口） そうですね、もちろん皆様からご指摘いただいたところは見に行きまして、

最終的に資料を作りますので、もし、そこが整備されているようになれば、それはそれで報

告いたします。

○石田議長 分かりました。

では、皆様、よろしくお願いします。

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

諸報告

①会長専決について

○石田議長 それでは、諸報告に移ります。

諸報告①会長専決について、事務局より説明をお願いいたします。

○事務局（野口） 諸報告①会長専決についてですが、今月の会長専決は４条の届出が２件、

５条の届出が１件となっております。

今、スクリーンに写真を写しますのでご確認ください。

会長専決の報告は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

ただいま写真を確認していただきましたが、何かご意見、ご質問はございますでしょうか。

（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。

──────────────────────────────────────────
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②その他 その１

○石田議長 続きまして、諸報告②その他、事務局より説明をお願いいたします。

○事務局（野口） こちらにつきましては、農業委員会の活動報告になります。

９月、10月分の活動の共通事項につきましては、９月27日の「農業委員会９月総会」、10

月25日の「農地現況確認」と記入してください。それ以外の活動がございましたら報告をお

願いいたします。会議等に出席した場合には、その内容も含めてご報告をお願いします。

なお、９月27日の総会終了後に新規就農部会が開かれましたので、委員個人の報告の前に、

まずそちらの会議につきまして、新規就農部会リーダーの大熊委員からのご報告をお願いい

たします。

説明は以上です。

○石田議長 それでは最初に、大熊委員から新規就農部会の報告をお願いいたします。

○大熊委員 総会の後に本人と直接お会いいたしまして、非常に前向きといいますか、やる気

がある感じでした。いきなり大きく風呂敷を広げてもしようがないということで、今回は鳥

井委員のところに半年間、研修をしていただき、鳥井委員の技術力、また野菜の作り方を勉

強していただきまして、順調に育てば新規就農という形になるのかな、彼女ならできるのか

なという感想を持ちました。非常にすばらしい女性でございますので、これからも応援でき

るところは前向きに応援していってあげられればいいかなと思います。

以上でございます。

○石田議長 それでは、研修先になっております鳥井委員、一言、どんな感じだかご報告をお

願いいたします。

○鳥井委員 そうですね、おとといの10月28日日曜日に初めて援農ボランティアという形で、

今後も援農ボランティアという形で半年間ですか、ちょっと今、はっきりいつまでというの

は決まっていないかと思うんですけれども、お願いすることになっております。日曜日はカ

ブの収穫や荷作り、あと草むしりなど処理してもらったんですが、実際、農業の作業という

のは、もう何年もやっていなかったということで、結構、草むしりとか大変そうにはしてい

たんですが、最後まで頑張って一緒にやってくれました。話を聞いてみますと、自分のやり

たいことがはっきりしていて、それに向かって、まずは農業をしっかりやっていきたいとい

うことですので、それに少しでも力になれればなと思いますので、今後も一緒にやっていき

たいなというふうに思っています。

○石田議長 ありがとうございます。研修先としてご指導のほどよろしくお願いします。また、
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農業委員会としても適切なバックアップをしていきますので、皆様のご協力のほど、よろし

くお願いいたします。

それでは、９月、10月分の活動報告について、委員の皆様から順番に報告していただきま

す。

では、まず私から始めさせていただきます。

９月27日の総会の後、新規就農部会に参加させていただきました。

また10月２日に会長専決がありました。

10月12日、和光市都市農業推進協議会の会議がありました。

また、10月16日、松本市長との面会がありました。農政等につきまして、また農業委員会

の予算等について、また新規就農者の候補がいるということで、しっかりと予算づけをして

いただきますようお願いをしてきました。

また、10月21日、ＪＡあさか野合併20周年記念の式典に参加いたしました。

また、10月29日、農業委員会の本日の総会の進行打ち合わせということでありました。

私からは以上です。

では、続きまして、２番、冨澤委員、お願いいたします。

○冨澤委員 10月21日、ＪＡあさか野合併20周年記念式典に出席いたしました。

それであとは、10月24日、和光支店事業運営協力委員会に出席いたしました。

以上です。

○石田議長 では、３番、田中委員、お願いいたします。

○田中委員 25日、申し訳ございません、会議で大阪に行っていましたので、26日に、次の日

ですけれども、畑へ行く前に許可申請、現地調査を25日の分としてさせていただきました。

昨日、10月29日納税猶予に関わる現況の調査を事務局とさせていただきました。

以上でございます。

○石田議長 続きまして、４番、新坂委員、お願いいたします。

○新坂委員 10月16日、市民まつり実行委員会広報部会に出席いたしました。会議の内容とし

ては、市民まつり当日の役割分担について話し合いました。

10月21日、個別で今回の申請現地調査に行ってきました。

今日10月30日、午前中ですけれども、市民まつり実行委員会がありまして、こちらに出席

してきました。内容といたしましては、市民まつり当日の体制の確認、それと流し踊りの練

習をしてきました。
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以上です。

○石田議長 続きまして、５番、大熊委員、お願いいたします。

○大熊委員 ９月28日に、第１支部の懇親会がございまして、このときに優良農業経営者の推

薦をさせてもらうために出席をさせていただきました。

以上です。

○石田議長 続きまして、６番、山﨑とよ子委員、お願いいたします。

○山﨑（と）委員 10月３日、半三池地区支部長と優良農業者について協議をいたしました。

11日に支部長と再度協議をして、その結果を事務局に連絡をいたしました。

以上です。

○石田議長 続きまして、７番、北嶋委員、お願いいたします。

○北嶋委員 10月12日午後２時から平成30年度第２回目の和光市都市農業推進協議会に出席し

ました。議題としましては、夏の７月23、24日に十日町に行かれた視察研修会の報告があり

ました。あと、和光市都市農業振興計画につきまして説明がありました。都市農業振興計画

について必要となるアンケートについて、８月に調査した結果と、あと10月、11月にアンケ

ートをやるということでお話がありました。計画の策定は３月ということでございます。

以上です。

○石田議長 続きまして、８番、加藤委員、お願いいたします。

○加藤委員 10月22日、８月総会の議事録についての確認を事務局の方といたしました。それ

から農業継続証明ということで現地を調査いたしましたが、きれいに作付されていて問題な

いということを確認をいたしました。それから10月26日ですけれども、優良農業表彰という

ことで、現在、先ほど申し上げましたＪさんに対しまして、どのような工夫をされているの

かということを聞き取りを行いました。

以上です。

○石田議長 続きまして、９番、山﨑孝明委員、お願いいたします。

○山﨑（孝）委員 共通事項以外はありません。

○石田議長 続きまして、10番、鳥井委員、お願いいたします。

○鳥井委員 私も共通事項以外はございません。

○石田議長 続きまして、11番、冨岡委員、お願いいたします。

○冨岡委員 10月16日に、会長、事務局と一緒に市長さんにご面会、報告というんですかに同

行いたしました。
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○石田議長 ありがとうございます。

委員の皆様からの報告は以上となります。

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

②その他 その２

○石田議長 続きまして、諸報告②その他、事務局より、よろしくお願いいたします。

○事務局（野口） その他、６点ございます。

１点目は、11月号の農家だよりです。本日配付しました資料をご覧ください。来月、農業

廃プラスチックの収集、11月22日に行うという記事を載せております。修正や何か追記した

方が良い点がありましたらご指摘ください。特に問題がないようでしたら、この内容で配布

いたします。また、来月号に掲載した方が良い内容がありましたら、11月12日までに事務局

までご連絡ください。

２点目は、11月の各委員の会議等の予定です。11月14日に都市計画審議会が開催されます。

こちらは鳥井委員がご出席予定です。また、11月19日に、あさか野農業協同組合本店にて生

産緑地に関する意見交換会が開催されます。こちらは石田会長がご出席予定です。それから

11月29日木曜日ですが、12月議会が開会となります。こちらは石田会長がご出席予定です。

３点目は、来月、10日、11日の農産物共進会の集合時間の確認です。なお、８日の人参共

進会につきましては、新坂委員、大熊委員、鳥井委員、３名におかれましては８日９時に６

階までお越しいただければと存じます。農産物共進会10日土曜日は、８時45分に小ホール裏

の搬入口に集合になります。また11日日曜日は９時半に小ホールホワイエに集合になります。

４点目は、たびたびのお知らせとなりますが、12月３日に農業関係者懇談会が開催されま

す。農産物共進会実行委員会が終わり次第、開催いたしますので、２時半に市役所６階、産

業支援課までお越しください。

５点目は、農地の苦情がありましたのでご報告いたします。対象農地は新倉七丁目＊－＊

です。この農地は利用状況調査のときに指導対象になりましたＬさんの農地で、先日、事務

局からも管理するようにと指導したところですが、適正な管理がされないまま、今回、苦情

が入ってしまった形になります。

苦情の趣旨は、道路を挟んで向かい側にある会社から、右下に映っていますが、カメムシ

のようなものが自社の敷地に大量に発生していると。向かいの畑が原因ではないかといった

ものになります。こちらの畑につきましては、何度も所有者のＬさんに連絡していますので、

もう少し様子を見た上で、改善がされないようであれば、再度、指導したいと考えておりま
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す。

６点目につきましては、お手元に市民まつりのパンフレットとチラシを配布しましたので、

ご確認ください。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございました。

事務局から説明がありましたが、皆様から何かご質問等ございますでしょうか。

田中委員。

○田中委員 これは農業委員会の事務局に苦情が入ったというんだけれども、Ｌさんには話を

したということですか。

○事務局（渡辺） まだ直接お話はしていないんですが、苦情が発生しているという旨を伝え

まして、農地管理の適正化に努めてもらうようにお話ししたいと思っております。

○田中委員 ちょっと言い方は失礼なんだけれども、Ｌさんの場合、私が認識しているところ

では、ちょっと無理なのではないかと感じます。これをきちっとする、例えば草を処分して

とかというのは、聞くところによると、息子さん自体は免許を持っていなくて何もできない

という話も入っています。対応的に、つい先般もほかの事案のことでお話をさせていただい

たんですけれども、ちょっとこれは対応が難しいのではないかと思われます。だから相当し

っかり、例えば業者に駆除をしてもらうとかいう方法でないと、本人だと正直手も足も出な

いのかと思います。結構、高齢になっていますし、その辺、きついのかなというふうに正直

感じています。

以上です。

○石田議長 事務局。

○事務局（渡辺） アドバイスありがとうございます。

今回の案件につきましては、まず環境課に近隣の事業者から連絡が入りまして、その上で

発生源は農地であるということで、当方に連絡がございました。環境課でも害虫駆除に関す

る事業者等の情報を持っております。そういったところと連携しながら、Ｌさん、ご本人の

対応が難しくなりましたら、そういった事業者の紹介をご説明申し上げまして、対応につい

てご検討いただく旨もあわせて説明します。

○石田議長 よろしくお願いします。

その他何かございますでしょうか。

（発言する者なし）
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○石田議長 では特になければ、それでは、本日の議事は以上となります。

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

◎閉会

○石田議長 本日もスムーズな議事運営にご協力いただき、ありがとうございました。

これで平成30年和光市農業委員会10月総会を閉会といたします。

皆様お疲れさまでした。ありがとうございました。

閉会 午後 ３時００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


