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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。

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８月総会を開会いたしま

す。

それでは、この後の議事進行を会長、どうぞよろしくお願いいたします。

○石田会長 皆さん、こんにちは。

大変暑い日が続く中、雨も降ったりと大変気候が厳しい中ですが、皆様、体調にも十分注

意しながら作業をしていただきたいと思います。本日もスムーズな議事運営に努めてまいり

ますので、どうぞよろしくお願いします。

それでは、平成30年和光市農業委員会８月総会を始めます。

本日の出席委員は11人中11名ですので、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、８番、加藤政利委員、９番、山﨑孝明委員を指名

します。どうぞよろしくお願いいたします。

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

◎提出議案

議案第１９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19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。

事務局より説明をお願いいたします。

（事務局朗読説明）

○事務局（野口） 本案件は、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です。

この証明書は、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、故障で農業ができなくなった際に、その農地を市に対して買取り申出する際の必要書類
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となります。

今回、農業委員会に申請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さんがご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になります。ここでいう主たる従事者とは、客観的に

見て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をいいます。本案件では、亡

くなられたＡさんは94歳でしたが、この方が亡くなられたことに伴い、息子のＢさんからの

申請となります。

平成29年度の8.1調査で、農業従事日数は０日でしたが、経済面での協力があったと伺っ

ております。農地の現在の状況につきましては、８月16日に山﨑孝明委員にご同行いただい

て確認してまいりました。

以上を踏まえての申請となります。

土地の管理状況は、今、スクリーンにお映しいたします。

Ａさんが主たる従事者であるかどうかについてご審議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。

ただいま写真を見ていただいていますが、９番山﨑孝明委員が現地確認に行っていただき

ました。

それでは、山﨑委員から現地確認の報告をお願いいたします。

○山﨑（孝）委員 ８月16日に現地を確認したところ、大変よく耕作されていたと思われます

ので問題は無いと思います。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

この議案についてご意見、ご質問等があり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。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、この議案は承認されました。

──────────────────────────────────────────
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◎協議事項

①平成３０年和光市農業委員会９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９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） それでは、協議事項①の９月の農業委員会総会の日程についてですが、９

月27日木曜日午前10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、10月の総会については、10月30日火曜日の午前を候補日と考えております。

説明は以上です。

○石田議長 ただいま事務局より説明がありましたが、９月27日、午前10時からで都合の悪い

方はいらっしゃいますでしょうか。

では、９月27日木曜日の午前10時から庁議室ということで開催させていただきます。よろ

しくお願いします。

また、10月は30日を予定しておりますのでよろしくお願いします。事前に都合が悪いとい

う方がいらっしゃいましたら。

６番、山﨑委員。

○山﨑（と）委員 市民まつりの実行委員会が10月30日午前中あるんですけれども。

○石田議長 では、また近くなって都合が変わる方もいらっしゃると思うので、30日午後の予

定ということで、皆様よろしくお願いします。

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

②平成３０年度第２回農地利用状況調査の実施体制について

○石田議長 続きまして、協議事項②平成30年度第２回農地利用状況調査の実施体制について、

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の平成30年度第２回農地利用状況調査の実施体制について説明

いたします。

資料１をご覧ください。

こちらの利用状況調査は、農地法第30条第１項の「農業委員会は、毎年１回、その区域内

にある農地の利用の状況についての調査を行わなければならない」という規定に基づいて実

施するものです。和光市農業委員会では現在年３回調査を実施していますが、６月に今年度
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１回目の調査を実施いたしました。９月が２回目の調査となりますので、この実施体制につ

いてご協議ください。

調査方法としましては、６月と同様に、市内を下新倉・白子・南・中央エリアと新倉・丸

山台エリアの２グループに分けて、各エリアの集落に属する委員を中心に調査を実施いたし

ます。

続いて、実施体制ですが、お手元に事務局案を配付したのでご確認ください。こちらも前

回同様、１班の下新倉・白子・南・中央エリアを石田会長、冨澤委員、田中委員、新坂委員、

北嶋委員、加藤委員という体制で、２班の新倉・丸山台エリアを冨岡代理、大熊委員、山﨑

とよ子委員、山﨑孝明委員、鳥井委員という体制で実施したいと考えております。

調査に当たりましては、６月の利用状況調査で指導対象となった農地及び６月の調査時に

は保留とした農地を中心に、事前に事務局で確認の上、調査を実施予定です。ご協力いただ

く本調査は、９月11日火曜日から13日木曜日の３日間で実施し、14日金曜日を雨が降った場

合等の予備日として考えております。なお、12日水曜日については、車の関係で午前のみ可

能です。また、１回目の調査結果に基づく指導後の改善状況につきましては、この後、諸報

告のその他でご説明いたします。

以上、利用状況調査の実施体制についてご協議をお願いいたします。

説明は以上です。

○石田議長 ただいま事務局から説明がありましたが、利用状況調査の実施体制ですが、お手

元の資料を見ていただきまして、９月11日から13日の間でということですが、皆様、班分け

を含めてこれでよろしいでしょうか。都合の悪い日がありますか。

山﨑委員。

○山﨑（と）委員 11日の午前中はちょっと都合が悪いです。

○石田議長 では、１班は11日午前中でいかがでしょうか。１班の方で都合の悪い方いらっし

ゃいますか。大丈夫ですか。では、１班は11日の午前中ということで。事務局、集合時間は

何時にしますか。

○事務局（野口） ９時半でお願いします。

○石田議長 ９時半に市役所駐車場に集合してください。

２班は11日の午後でいかがでしょうか。

（「大丈夫です」の声あり）

○石田議長 大丈夫ですか。では、事務局、２班の集合時間は何時にしますか。
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○事務局（野口） １時半でお願いします。

○石田議長 では、１班は11日の午前９時半に市役所駐車場へ、２班は11日の午後１時半に市

役所駐車場に集合ということで実施しますので、皆様よろしくお願いいたします。

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

③優良農業者表彰の対象者の推薦について

○石田議長 続きまして、協議事項③優良農業者表彰の対象者の推薦につきまして、事務局よ

り説明をお願いいたします。

○事務局（野口） 協議事項③の優良農業者表彰の対象者の推薦について説明いたします。

資料２をご覧ください。

和光市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、和光市の農業の

振興と発展を図ることを目的に、優良農業経営者、優良農業後継者、優良農業配偶者の表彰

を行っております。

昨年同様、まずは農業委員の皆様から各集落支部長に候補者がいないかどうか打診を行っ

ていただき、その後、集落支部長とご協議いただいた上で、農業委員の皆様から事務局まで

推薦者をご連絡ください。各要綱に基づきまして、表彰の要件を満たしているかどうかを事

務局で確認した後、候補者を農業委員会総会でご協議いただく流れになります。

日程をご説明いたしますが、本日から９月７日金曜日までに農業委員の皆様から各集落支

部長へ打診をお願いいたします。その後、９月中に支部長とご協議いただき、10月５日金曜

日までに推薦者を事務局までご連絡ください。その後、10月総会までの間に事務局で候補者

が要綱に定める要件を満たしているか確認させていただき、最終的に10月の農業委員会総会

におきまして表彰者の選考を行います。

推薦された方が要件を満たさなかった場合や、推薦された人数の関係でその年に表彰でき

ない場合もありますので、農業委員会総会において正式に決定がされるまでは、推薦された

事実等は伏せておいていただくようお願いします。人数は基本的に各部門２名、合計６名で

検討しておりますが、状況によっては柔軟な対応をしたいと考えております。

お手元に昭和60年以降の表彰者一覧がございますので、ご検討いただく際に参考にしてく

ださい。表彰者一覧に名前が載っている方も選考の対象外となります。なお、昨年は委員の

皆様からご推薦いただいた方全員を表彰させていただきましたので、表彰から漏れてしまっ

た方はいなかったことを申し添えいたします。

また、当日表彰を受けられる方に贈呈する記念品についてですが、１人当たり5,000円の
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予算で何かいい案がございましたら、ご提案ください。なお、昨年度は時計でした。ご協議

のほど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。

ただいま事務局から説明がありましたが、前回同様、各支部長さんに候補者がいないか打

診をしていただいて、最終的に農業委員の皆様から推薦していただくという形になります。

ここまででご意見、ご質問はございますか。

事務局。

○事務局（高橋） １点補足ですが、お手元に封筒をお配りさせていただいていますので、

8.1調査を配っていただいた集落支部長さんに、その封筒に入っている通知文ですね、資料

２の２枚目の通知文と、それから３枚目のこれまで表彰された方のリストを添付してありま

すので、そちらを集落支部長さんに届けていただきまして、その上で支部長さんと農業委員

さんでご協議いただいて、農業委員の皆様からご推薦いただけたらと思いますのでお願いい

たします。

以上です。

○石田議長 そういうことですが、よろしいでしょうか。

記念品について何かご意見、ご提案がございましたらよろしくお願いしたいと思いますが、

昨年と同様の時計とかという形でもいいのかなとは思います。

次回の決定ですので、後でこういうものがいいというのがございましたら、また事務局に

ご一報いただきたいと思います。

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

④農業関係者懇談会について

○石田議長 続きまして、協議事項④農業関係者懇談会について、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④の農業関係者懇談会について説明いたします。

先月の総会において、９月20日に第１回共進会実行委員会とあわせて農業関係者懇談会を

開催予定であるとお伝えいたしましたが、現在実施している農業振興計画策定のためのアン

ケートの結果等を踏まえた上で、12月開催予定の第２回共進会実行委員会の反省会後に開催

できればと思います。こちら農業関係者懇談会につきましては、農業委員会主催となって開

催いたしますので、委員の皆様のご出席をお願いします。
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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とおりですが、これでよろしいでしょうか。皆様の

ご出席をお願いいたします。

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

⑤その他

○石田議長 続きまして、協議事項⑤その他について、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⑤その他ですが、和光市都市計画生産緑地地区の変更についてと

いうことで、和光市から意見照会の依頼が来ております。こちらにつきましては、本日、都

市整備課の担当者が来ておりますので、担当から説明させていただきます。

（都市整備課職員入室）

○事務局（野口） それでは、本日、都市整備課の本多主幹と公園緑地担当の横田主事が来て

おりますので、説明をお願いいたします。

○都市整備課（横田） よろしくお願いいたします。

それでは、説明に入る前に都市整備課から追加で概要書を配らせていただきます。

（資料配付）

○都市整備課（本多） ただいまご紹介にあずかりました都市整備課の本多と申します。よろ

しくお願いいたします。

本日は、生産緑地地区の変更につきまして説明をさせていただきます。なお、2022年の生

産緑地の指定につきましては、現在、各所で協議中ですので、情報が皆様にお出しできる段

階になりましたら、また周知の機会を設けて説明をしたいと思っております。よろしくお願

いいたします。

それでは、今回の生産緑地地区の変更につきまして、横田から説明をさせていただきます。

○都市整備課（横田） 都市整備課の横田です。

お手元の資料をご確認いただければと思います。ただいま配付させていただきました概要

書が１枚と、事前に配付させていただきました資料１ページから10ページまでが計画書の内

容になっております。それ以降のページにつきましては、変更概要図が１から13ページと参

考図２ページとなっております。不足等、ございませんでしょうか。よろしければ、説明を

させていただきます。

それでは、お配りさせていただいた概要書と10ページ目以降の概要図、こちらを用いて説
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明をさせていただきます。

概要図の１ページ目をご覧ください。地図の上に黄色い図が載っているページです。

今回、変更理由としましては、大きく４つあります。まず１つ目が、中央第二谷中土地区

画整理事業及び和光北インター地域土地区画整理事業による換地処分、こちらに伴いまして

生産緑地地区の変更を行わせていただきます。

概要図の１ページ目、こちらが中央第二谷中土地区画整理事業区域換地前の図面になって

おります。１枚めくっていただきまして、２ページ目、こちらが換地後の図面になっており

ます。さらに１枚めくっていただきますと、こちらも換地後の図面になっております。こち

らが中央第二谷中土地区画整理事業区域内の図面になっております。

さらに１ページめくっていだきまして、４ページ目です。こちらになりますと和光北イン

ター地域土地区画整理事業区域、こちらが換地前となっております。続きまして５ページ目

をご覧ください。こちらも換地前の図面になっております。さらに６ページ目、７ページ目

をご覧いただきますと、こちらが和光北インター地域土地区画整理事業区域の換地後の図面

となっております。

それでは、１枚めくっていただきまして、８ページ目です。こちらが変更理由、２番目に

なります。買取り申出による行為制限の解除に該当いたします。こちら黄色い部分が削除す

る区域になっておりまして、赤字線で囲われている区域はそのまま指定されたままとなりま

す。

１枚めくっていただきまして、９ページ目に移ります。こちらも同様に、黄色い部分が削

除する区域、赤実線白抜きの部分が生産緑地地区として残る部分になっています。さらに、

こちらが第158号生産緑地地区と示された赤い図が、今回新たに指定を申請している区域に

なっております。

続きまして、１枚めくっていただきまして10ページ目です。こちらも同様に、買取り申出

による削除となっております。こちらは駅北口土地区画整理事業区域内となっておりまして、

こちら、後ろから２ページ目をご覧いただけますでしょうか。こちら同一区域となっておる

んですけれども、指定当初と現在、区画整理事業を行って仮換地が行われている区域の図面

になっております。現在は、この位置に農地がある状況で生産緑地を解除するものとなりま

す。

続きまして、概要図の11ページをご覧ください。こちらも同様に、買取り申出による行為

制限の解除になっております。
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12ページをご覧ください。こちら第98号生産緑地地区に関しましては、買取り申出による

行為制限の解除になっております。第94号に関しましては、道路用地として寄附を受けた土

地による解除となっております。一番後ろのページをご覧ください。こちらは解除の部分が

12ページの図面ですとよく分かりにくかったので、拡大図という形でこちらに載せさせてい

ただきました。

戻りまして、13ページをご覧ください。こちらも買取り申出による行為制限の解除になり

ます。

今回、変更になりますのは以上の区域となっております。

ご質問はありますでしょうか。

○石田議長 何か質問ということですが、ありますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 特に質問が無いようなので、2022年の問題につきましては、またいろいろなこと

が分かり次第、ご説明をよろしくお願いします。

では、本日は大変ありがとうございました。

（都市整備課職員退席）

○石田議長 では、ここまでにつきまして、皆様、ご意見ありますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、意見なしということで都市整備課に回答いたしますので、よろしくお願い

したいと思います。

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

諸報告

①会長専決について

○石田議長 では、次に、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３件、

５条の届出が４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。

説明は以上です。

○石田議長 ただいま写真を確認していただきましたが、何かご意見、ご質問はありますでし

ょうか。



－12－

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいでしょうか。では、無ければ、会長専決は以上とします。

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

②その他 その１

○石田議長 続きまして、諸報告②その他で事務局より説明をお願いいたします。

○事務局（野口） 農業委員会委員の活動報告になります。

７月、８月分の活動の共通事項につきまして、７月30日の「農業委員会７月総会」と記入

してください。それ以外の活動がありましたら報告をお願いします。毎月行っておりますが、

会議等にご参加された場合には、その概要についてもご報告をお願いします。

なお、８月22日に６次産業部会で研修に参加してまいりました。今後、新規就農等の部会

でも動きが出てきますので、今回から個人の報告の前に部会の報告をお願いいたします。

説明は以上です。

○石田議長 では、部会の説明を11番、冨岡代理、お願いいたします。

○冨岡委員 今月22日に、北嶋委員そして事務局と、第２回６次産業化研修会に参加してまい

りました。その題名として６次産業化の講座でありました。

内容的にはとても流すようなしゃべり方で、あくまでも初心者向けということで、結構早

いテンポでの説明でしたので、何を説明というのはなかなか難しいんですが、６次産業の先

進事例といたしまして、浦和の美園いちごランドさん、イチゴ農園の方と、上尾の榎本牧場

さんの２つの事例を聞いてまいりました。今、６次産業、牛乳とイチゴということで、とて

も商品化するのは楽ではないのかなというふうなイメージですね。あと、大体作っている牛

乳、牧場ではどこでも、アイスクリーム主体でヨーグルトを作る、飲むヨーグルトとプラス

牧場の乳絞りの体験、そして、あとチーズ作りの体験をやっているとのことです。美園のイ

チゴ屋さんとしては、最初、ジャムを売り出す。私もイチゴを作っているんですけど、熟れ

過ぎるなり小さ過ぎるとかいうロスが出るもんで、それをなるべく無くそうというようなこ

とで、まずジャムから始めて、だんだん面積的にも広げれば広げるほどロスが増えると。だ

から、そこがきっかけみたいで、今、よそに頼んでアイスクリームとかパウンドケーキ、あ

と結構大きな冷蔵庫を持っているそうで、そこにそのままイチゴを凍らせて、夏はかき氷の

上にかけるジャムを作るイチゴとして販売しているということを言っておりました。

牧場の榎本さんではもうちょっと本来広げたい、牛をもうちょっと多く飼って広げたいよ

うなふうには思っていたんですが、やはり面積の関係上、これ以上増やすことはできない。
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では、このままこの牧場としてやっていくのには何をしていこうということで、まず何かア

イスクリームから入っていったようなことを言っていました。ここは、でも、ある意味、和

光としても場所柄、狭い、できれば農家側として作っているものに関しては、なるべくロス

が無い、ロスは出るんですけど、それをどうやって処分するか、売るかということ、そうい

うのも考えながら、今後、和光の皆さんといろいろ相談しながら、何かいい案でもあればい

いなとは思って聞いてまいりました。

以上です。

○石田議長 ありがとうございました。

では、続きまして、７月、８月分の活動報告、個人の分を進めます。

では、私から説明させていただきます。

総会以外では、平成30年度農業経営及び農地利用状況に関する調査ということで、31日に

配付しました。７月７日には会長専決がありました。

８月18日に、東本村の支部長が持ってきていただきまして、８月19日には西本村の支部長

さんが農業経営及び農地利用状況に関する調査を持ってきていただきまして、８月20日に事

務局へ提出いたしました。

また、８月27日に農業委員会８月総会の打ち合わせをいたしました。

以上です。

では、続きまして２番、冨澤登委員、お願いいたします。

○冨澤委員 共通事項以外は、特に無いです。

○石田議長 では、３番、田中明委員、お願いいたします。

○田中委員 共通事項以外は特にありません。

○石田議長 ４番、新坂篤司委員。

○新坂委員 ８月２日、和光市民まつり実行委員会の広報部会に出席してきました。内容とし

ては、ポスターのデザイン、配布方法、あとパンフレットについて話し合いました。

８月１日、宿坂上支部と市城支部、両支部のお宅を訪ねて8.1調査を配ってきました。

続いて、８月10日、市民まつり実行委員会事務局と最終的なポスターのデザインについて

打ち合わせをしました。

以上です。

○石田議長 では、５番、大熊勲委員、お願いいたします。

○大熊委員 ８月28日、納税猶予の申請、現地調査いたしました。
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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 共通事項のみです。

○石田議長 ７番、北嶋美栄子委員、お願いいたします。

○北嶋委員 先ほど冨岡代理から報告がありましたが、８月22日の水曜日、浦和合同庁舎であ

りました６次産業化研修会に出席してまいりました。

以上です。

○石田議長 ８番、加藤政利委員、お願いいたします。

○加藤委員 共通事項以外には、７月31日に平成30年度農業経営及び農地耕作状況調査を二軒

新田、浅久保支部に調査票を配付いたしました。

８月20日に、調査票を農業委員会事務局に提出をいたしました。

以上です。

○石田議長 ９番、山﨑孝明委員、お願いいたします。

○山﨑（孝）委員 ８月16日に、農地現地調査をいたしました。あとは皆さんと一緒です。

○石田議長 10番、鳥井俊之委員、お願いいたします。

○鳥井委員 共通事項以外はありません。

○石田議長 11番、冨岡正浩委員、お願いいたします。

○冨岡委員 17日に、私の担当区域外のところですけれども、私のところに、新倉八丁目の畑

で雑草が伸びていて、種が飛んで来てしまうと。その方は一生懸命きれいにやっている方な

ので、そういうことで現地確認に行ってまいりました。

22日に、先ほど申し上げた６次産業化の講座に出席いたしました。

以上です。

○石田議長 ありがとうございました。

では、委員の皆様の報告は以上といたします。

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

②その他 その２

○石田議長 では、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） その他、６点ございます。

１点目は、先日、全国農業会議所から依頼のあった集中豪雨災害義援金につきまして、全

国農業会議所の指定口座に送金させていただきましたので、ご報告いたします。
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２点目は、９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。修正や何か

追記した方が良い点などがございましたらご指摘ください。特に問題が無いようでしたら、

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、９月11

日までに事務局までご連絡ください。

３点目は、お手元に議案書保管用ファイルと2018年度版農業委員会業務必携を配付いたし

ましたのでご活用ください。特に農業委員会業務必携には農業委員会、農業委員としての役

割について詳しく書かれていますので、お目通しいただければと思います。

４点目は、９月の各委員の会議等の予定ですが、９月20日に第１回和光市民まつり農産物

共進会実行委員会が開催されます。こちらは石田会長のほか、今年度共進会実行委員を務め

ていただいております、新坂委員、大熊委員、鳥井委員にご出席いただく予定です。

５点目は、明日８月30日に、羽生市で農地利用最適化推進に関する研修会が開催されます。

10時30分に市役所駐車場に集合でお願いいたします。

６点目は、１回目の利用状況調査結果に基づく指導後の改善状況ですが、先日、現在の農

地の状況を確認してまいりましたので、ご報告いたします。

まず、下新倉三丁目のＣさんですが、かなり厳し目の指導文書を出しましたが、残念なが

ら、管理はされておりませんでした。状況は変わっておりません。

次に、下新倉五丁目、六丁目と新倉五丁目のＤさんですが、今、お映ししたように管理が

されておりました。写真では、下新倉五丁目は草がまた少し伸びてきてしまっておりますが、

７月に会長の現地調査を実施した際、一度管理がされたことを確認しております。

それから、下新倉六丁目のＥさんですが、こちらも草を刈っていただき管理後にＥさんか

ら電話もいただきました。今後は農地転用の可能性もあるようですが、しばらくは農地とし

て管理することを考えているとのことです。

白子三丁目のＦさんですが、手前だけは草を刈っていただいておりました。

次に、新倉一丁目のＧさんですが、先日、山﨑孝明委員がＧさんに確認した際に、売却済

みとの話があったとのことでしたので、事務局で改めて確認しましたところ、やはり農地転

用の届出は出ておりませんでした。そのためＧさんにご連絡し、売却されたとしても農地転

用の届出を出さないと、農業委員会としては農地として判断することをお伝えし、改めて農

地転用の届出を出してもらうよう確認したところです。

次に、新倉一丁目のＨさんですが、写真のとおり、管理していただきました。

また、新倉一丁目のＩさんにつきましても、ご家族にご連絡したところ、管理をしていた
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だきました。

新倉三丁目と新倉七丁目のＪさんについては、三丁目については管理をしていただき、七

丁目の農地も９月上旬までには管理をしていただけるとのご連絡がありました。

新倉五丁目のＫさんについては、先月の総会で主たる従事者証明の申請があったとおり、

故障でできなかったということもあって、引き続き管理をされていない状況でした。

最後に、新倉二丁目のＬさんの農地につきましては、暫定的に事務局でマンションとの境

界の部分だけ草刈りを行いましたので、ご報告いたします。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございました。

では、皆様から何かありますでしょうか。

新坂委員。

○新坂委員 ９月20日の農業関係者懇談会ですけれども、何時からでしょうか。

○石田議長 事務局。

○事務局（野口） 農業関係者懇談会は９月は開催しません。共進会の１回目の会議開始時間

は午後２時を予定しております。また、改めて通知を９月上旬に出させていただきますので、

よろしくお願いします。

○石田議長 新坂委員、よろしいですか。

○新坂委員 はい、ありがとうございます。

○石田議長 その他、何かございますか。

冨岡委員。

○冨岡委員 昨年のちょうど今頃、農業用廃プラスチックの収集について農家だよりなどを見

ていたと思うんですけれども、今年はやる予定というのは無いんでしょうか。

○石田議長 事務局。

○事務局（野口） 昨年度までは年２回行っていた関係で、載せていたんですが、今年は１回

分しかちょっと予算的にも厳しい状況で、１月ぐらいにやるということで予定していますの

で、お待ちいただければと思います。

○石田議長 冨岡委員、よろしいですか。

○冨岡委員 分かりました。

○石田議長 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 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まして、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８月総会を閉会いたします。

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 ２時５０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


