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開会 午前１０時００分

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

◎開会

◎開議

○事務局長（深野） 委員の皆様、おはようございます。

それでは、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９月総会を開

会いたします。

会長、この後、議事の進行をどうぞよろしくお願いいたします。

○石田会長 皆さん、おはようございます。

今月、羽生市での研修会、利用状況調査と、いろいろと出席していただき、大変ご苦労さ

までした。

また、猛暑の後は雨が続いて、作物の管理も大変なところですが、引き続き秋の野菜作り

に皆様も頑張っ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務めますので、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９月総会を始めます。

本日、４番、新坂委員と10番、鳥井委員より欠席の連絡をいただいております。出席委員

は11人中９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、２番、冨澤委員、11番、冨岡委員を指名いたしま

す。

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

◎提出議案

議案第２０号 農地法第３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20号 農地法第３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） 農地を農地のまま耕作する目的で、権利の設定や移転をする場合、農業委
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員会の許可が必要となります。

農地法第３条の許可申請については、市町村農業委員会が許可権者となっていますので、

農業委員会の判断が最終的な決定となります。

本案件は、農地法第３条許可申請になりますが、市内農業者のＡさんが譲受人となります。

また、譲渡人のＢさんは、現在、市外にお住まいですが、農業従事が困難となっていて、農

業経営規模を縮小する意向であり、農業経営規模拡大の意向である譲受人との間で合意に達

したため、今回の申請に至りました。

許可要件との整合性についてですが、まず、譲受人が所有している全ての農地を効率的に

利用しているかにつきましては、Ａさん及び世帯員の方が所有されている市内全ての農地を

９月19日に加藤委員と調査しましたが、違反地、不耕作地はありませんでした。こちらにつ

きましては、これからスクリーンにお写ししますので、ご確認ください。

また、Ａさんは、練馬区の農地も所有されていますが、そちらにつきましても練馬区農業

委員会から耕作証明書が発行されており、違反地、不耕作地はありません。

農機具の保有状況としましては、トラクター１台、耕作機３台、散播機１台等を保有して

おります。

労働力としましては、譲受人であるＡさんご自身は年間従事日数300日、その他の世帯員

につきましては、息子のＣさんも300日となっております。

農業の従事歴につきましては、Ａさんご自身が農作業経験年数40年、Ｃさんが17年となっ

ております。

続きまして、譲受人及び世帯員が常時農業に従事することは可能かという常時従事要件に

ついてですが、世帯として年間150日以上従事しておりますので、こちらも問題ありません。

次に、下限面積要件についてですが、現在の経営面積は5,386.56平方メートルを保有して

おり、5,000平方メートルに達しているため、問題ありません。

最後に、地域との調和要件ですが、申請地は譲受人が所有している練馬区の農地に近接し

ており、周辺農地の効率的、総合的な利用に支障は無いかと思われます。

以上の点を踏まえまして、農地法第３条の許可要件を満たしているかご審議ください。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

それでは、ただいま写真を見ていただいていますが、８番、加藤政利委員に現地を確認し

ていただきました。
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それでは、加藤委員から現地確認の報告をよろしくお願いいたします。

○加藤委員 ９月19日に現地３カ所を確認してまいりましたが、適正に管理されていると確認

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。

この議案につきましてご意見、ご質問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。

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

◎協議事項

①平成３０年和光市農業委員会１０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10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10月の農業委員会総会の日程についてですが、10

月30日火曜日午後２時からを提案させていただきます。場所は庁議室です。協議のほどよろ

しくお願いいたします。

また、11月の総会については、11月29日の木曜日午後２時を候補日と考えております。

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、10月30日火曜日午後２時ということですが、ご

都合の悪い方はいらっしゃいますか。

また、11月は29日の午後２時を予定していますということですので、来月最終的に確認を

しますが、予定をしておいてください。

では、10月は、10月30日火曜日午後２時からということでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）
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○石田議長 では、10月30日火曜日の午後２時から庁議室ということで、お願いいたします。

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

②平成３０年度第２回農地利用状況調査の審査について

○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平成30年度第２回農地利用状況調査の審査につきまして説明い

たします。

資料につきましては、資料１をご覧ください。

今回もご多用の中、ご協力いただきまして、委員の皆様ありがとうございました。

今回は、９月11日午前に下新倉・南・白子地区、同日午後に新倉・丸山台地区の調査を実

施いたしました。

調査結果につきましては、お配りした用紙にまとめております。対象農地の写真につきま

しては、これからスクリーンに写しますので、ご確認ください。

今年度２回目の調査になりますので、前回、指導対象になっていた農地や保留とした農地

に加えて、第１種農地であるアグリパークを中心に調査を行っております。

点数につきましても前回同様となりますが、管理区分と農地区分、整地がされているか、

前回の指導対象となっていたか、隣地が農地であるかによって加点をしております。合計点

が４点以上で指導対象となり、６点以上の場合には強めの指導をすることとなっております。

なお、一昨日、事務局で今回リストに上がっている農地を再度確認してまいりましたが、

利用状況調査後に管理されていた農地はありませんでしたので、ご報告いたします。

それでは、まず、下新倉・南・白子地区ですが、１番のＤさんですが、前回、近隣の方か

ら苦情があった件でご本人へご連絡したほか、かなり厳し目の指導文書を送付いたしました

が、まだ改善がなされておりませんでした。今回も強めの指導をすべきとのご意見が出まし

たが、強めの指導文書を出すということでよいかご協議ください。

説明は以上です。

○石田議長 それでは、１番のＤさんについて、強めの指導ということですが、皆様からご意

見がありましたら、よろしくお願いいたします。

大分、草がすごいので、予定どおりの強めの指導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、強めの指導ということでお願いいたします。
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続きまして、２番、お願いいたします。

○事務局（野口） ２番目のＥさんですが、調査時には通常の指導文書を出して改善をお願い

してはどうかとのお話もありましたが、前回、指導後に管理をされていたこともありますの

で、できれば冨岡委員から、Ｅさんに直接ご連絡いただく形で改善していただけたらと考え

ておりますが、そのような指導でよいかご協議ください。

説明は以上です。

○石田議長 では、２番のＥさんにつきまして、11番、冨岡委員から連絡していただけるよう

にということですが、連絡をしていただいてよろしいでしょうか。

○冨岡委員 はい、分かりました。

○石田議長 皆さん、それでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、２番のＥさんにつきましては、文書は保留で、連絡してもらいます。

○冨岡委員 私がＥさんに連絡して、改善されないようであれば、その文書を出していただく

という形になりますか。

○石田議長 文書は、保留で、11番、冨岡委員から連絡してもらうということでお願いいたし

ます。

○冨岡委員 早々に伝えておきます。

○石田議長 では、３番のＦさんについて、よろしくお願いいたします。

○事務局（野口） ３番目のＦさんですが、こちらも前回、管理をしてもらいましたが、新た

に草が伸びてきてしまっているため、直接電話連絡し、できれば根っこから耕うんしてもら

えないか依頼してはどうかとのことですが、そのような指導でよいかご協議ください。

説明は以上です。

○石田議長 ３番のＦさんにつきまして、大分根が深く潜ってしまうような草が随時埋まって

いるという状況なので、上を刈ってもすぐ生えてきてしまうということなので、片づけると

いうことだったら、少し下まで根っこを掘ってもらいたいという趣旨の電話をお願いしたい

ということですが、そういう形でやってもらうということで、今回はよろしいでしょうか。

（「はい、結構です」の声あり）

○石田議長 では、事務局で連絡をとってください。

では、続きまして、２班。

では、新倉・丸山台地区の１番のＧさんについてお願いいたします。
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○事務局（野口） 次に、新倉・丸山台地区ですが、１番目のＧさんですが、こちらはサツマ

イモが植わっていましたが、周りが草だらけになってしまっていました。除草剤はまかれて

いましたが、納税猶予が入っている農地なので、強めの指導文書を送付するほか、山﨑とよ

子委員が直接口頭で指導してくださるとのことですが、そのような指導でよいかご協議お願

いします。

○石田議長 では、１番のＧさんにつきまして、６番、山﨑とよ子委員から直接声をかけてい

ただくということですが、よろしいでしょうか。

○山﨑（と）委員 管理しているのは息子さんなので、Ｇさんと息子さんの両方に伝えたいと

思います。

文書も出していただいた方がいいと思います。

○石田議長 分かりました。では、文書と山﨑とよ子委員にお話をしていただくという形でお

願いしたいと思いますが、これでよろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、それでよろしくお願いします。

では、続きまして、２番のＨさんのところ、説明お願いいたします。

○事務局（野口） ２番目のＨさんですが、こちらも再び草や木が伸びてきてしまっており、

状況は悪化しております。今回も強めの指導をすべきとのご意見が出ましたが、強めの指導

文書を出すということでよいか、ご協議をお願いします。

説明は以上です。

○石田議長 ２番のＨさんのところですが、引き続きの部分ですが、ここについては文書を出

す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、強めの文書を出すということでお願いいたします。

続きまして、３番のＩさんのところについて、説明をお願いいたします。

○事務局（野口） ３番目のＩさんですが、いつも利用状況調査の前に草を刈っていただき、

管理していただいておりますが、今回は草が伸びてきてしまっていて、通常の指導をすると

いう結果でした。通常の指導文書を送付することでよいか、ご協議をお願いします。

説明は以上です。

○石田議長 では、３番のＩさんのところですが、余り大きな草でもなさそうですね。

（「そうですね」の声あり）
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○石田議長 では、普通の文書を出すということですが、第３回の日程等も連絡して、確認し

ますのでということの旨をつけて、普通文書を送付でよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、そのようにいたします。

続きまして、４番のＪさんについて説明をお願いいたします。

○事務局（野口） ４番目のＪさんですが、９月上旬には管理してもらえるとのことでしたが、

まだ管理がされていない状況でした。こちらも調査時には強めの指導文書を出すというお話

でしたが、先日、Ｊさんから事務局宛てに直接ご連絡いただいたこともありますので、事務

局からＪさんに連絡して確認したいと考えておりますが、このような指導でよいか、ご協議

ください。

説明は以上です。

○石田議長 では、４番のＪさんですが、連絡いただいているということですので、事務局か

ら文書でなくお話をしてもらって、改善を進めていただくということで、お願いするという

ことでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、そういう形で事務局お願いいたします。

続きまして、５番のＫさん、説明をお願いいたします。

○事務局（野口） ５番目のＫさんですが、こちらは今回初めての指導対象となるのではない

かと思いますが、かなり草が伸びてしまっている状況でした。アグリパーク内ということも

あって、強めの指導をするべきではないかとのご意見もありましたので、強めの指導文書を

送付するほか、大熊委員が直接口頭で指導してくださるとのことですが、そのような指導で

よいかご協議をお願いします。

説明は以上です。

○石田議長 ５番のＫさんのところですが、今回、初めてですが、少し草が大分多くなってい

るということですので、５番、大熊委員の直接の連絡と指導文書ということですが、大熊委

員、いかがでしょうか。

○大熊委員 最初が肝心なので、少し強めの文書を事務局から出していただきまして、なおか

つうちの隣の畑なので、前からちょっと気になっていたんですけれども、日曜日のたびには

来ているんですが、お勤めをしていて、ちょっと草がひどくなってしまったので、そちらも

管理してもらえるように伝えたいと思います。



－10－

○石田議長 では、そのような形で、文書と５番、大熊委員の口頭での指導ということでお願

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

続きまして、６番のＬさんのところ、説明をお願いいたします。

○事務局（野口） ６番目のＬさんですが、この農地は秋に収穫体験をする場所で、サツマイ

モの作付がされていたのですが、草が伸びてしまっている状況でした。

事務局でＬさんに直接確認をとりまして、収穫体験前のつるをとるときに草も管理される

とのことでしたので、そのように管理していただく予定ですが、それでよろしいでしょうか、

ご協議をお願いします。

○石田議長 ６番のＬさんのところですが、作物の間に雑草が生えているということですので、

作物の収穫とともに草を全部片づけるということで、事務局とお話はできているということ

ですので、このような形でよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、それでよろしくお願いいたします。

利用状況調査の審査については以上となりますが、全体を通じて、皆様から何かご意見等

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。では、次に進めてさせていただきます。

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

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 続きまして、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、事務局か

ら説明をお願いいたします。

○事務局（野口） 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、説明いたします。

資料２をご覧ください。

こちら基本的に昨年同様になりますが、委員の皆様には８日木曜日の人参共進会と10日土

曜日の午前中に農産物の搬入、翌11日日曜日の表彰及び即売会のご協力をお願いいたします。

まず、１ページ目、８日木曜日は９時から人参共進会がありまして、こちらは新坂委員、

大熊委員、鳥井委員にお願いします。詳細につきましては、別途通知いたします。

続きまして、２ページ目、10日土曜日は８時45分にサンアゼリア小ホール裏手の搬入口に

集合していただきます。その後、９時から順に各集落の出品物を支部長さんが搬入してまい

りますので、荷おろし、受付、荷づくり、エレベーター運搬、小ホール内陳列という形で、
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作業ごとに人員の割り振りをさせていただきます。まず、受付台までの運搬ということで、

車からの荷おろしを冨岡委員、山﨑孝明委員にお願いいたします。

次に、荷の受付ですが、荷札の確認と出品表との照合作業を加藤委員にお願いいたします。

それから、荷づくり、ごみ片づけですが、こちらは皆さん野菜を段ボールや袋に入れてお

持ちになる場合がおるので、必要の無い包装やひもを取り外していただいて、陳列できる状

況にしていただきます。この作業は、鳥井委員、大熊委員、新坂委員にお願いいたします。

続きまして、エレベーター運搬ですが、こちらはエレベーターを使用しての出品物の運搬

作業になります。荷づくりの作業で荷の体裁を整えていただいたものを台車を使って小ホー

ルまで運搬していただきます。こちらの作業を冨澤委員にお願いいたします。

最後に、ホール内での展示物の陳列ですが、運ばれてきた野菜をホール内の机に並べてい

ただきます。陳列図を当日お配りいたしますので、そちらを参考にしながら陳列をお願いい

たします。この作業は、石田会長、田中委員、北嶋委員にお願いいたします。

続きまして、３ページをご覧ください。

搬入作業が終わりましたら、10時半頃から出品物の規格の最終確認及び審査台帳の切り離

しをしていただく作業になります。こちらは委員全員となります。

この時点で作業が終わりましたら、お弁当を用意してありますので、召し上がっていただ

きます。

続きまして、４ページ、午後になりますが、12時20分から審査委員会があります。こちら

は石田会長と冨岡委員に審査委員を務めていただきます。

その後、13時頃から審査会になります。審査は４班に分かれて行われますが、１班に北嶋

委員、２班に山﨑孝明委員、３班に冨澤委員、４班に鳥井委員が加わっていただき審査をし

ていただきます。それ以外の委員の皆様は、事務作業などのお手伝いをお願いいたします。

土曜日は以上になりまして、14時に楽屋前に集合して解散となります。

続いて、日曜日ですが、６ページをご覧ください。

９時半に小ホールのホワイエに集合をお願いいたします。

まず、10時から即売会の整理券配布をいたします。こちらは北嶋委員にお願いいたします。

次に、10時40分から表彰式が始まりますので、それに先立ちまして表彰式の招待者の案内

を山﨑孝明委員、鳥井委員、冨澤委員にお願いいたします。

10時40分になりましたら、石田会長は、農産物共進会実行委員長としてステージに上がっ

ていただきます。その後、手の空いた方から昼食をとってください。
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次に、７ページをご覧ください。

12時から小ホールで即売会が行われます。列整備を大熊委員、加藤委員、新坂委員、入り

口でのかご渡しを北嶋委員、野菜陳列及び会場清掃を冨岡委員、レジ係を石田会長、鳥井委

員、山﨑孝明委員にお願いします。即売会については、売り切れ次第終了となります。

なお、大変申し訳ありませんが、土曜日、日曜日は市役所駐車場をご利用いただけません

ので、徒歩や自転車、家族に送っていただくような形でご来場をお願いいたします。

２点目としまして、前回から農業委員会としてパネル展示をしてはどうかという話があり

まして、事務局で提案させていただきますのが、こちらですが、東京メトロの「Ｆｉｎｄ

ｍｙ Ｔｏｋｙｏ．」といって、ＣＭでよく流れています。今軽トラ市でこちらのパネルを

出してＰＲをしております。すごく目立って、みんな写真を一緒に撮ったりしているので、

こちらを共進会のときに置かせていただいて、この横にパネルで農業委員会の活動や十日町

に行った話など一、二枚程度を設置すればみんなに見ていただけるのかなと思いますので、

こちらを事務局案として提案させていただきます。ご検討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。

ただいま事務局から説明がありましたが、役割分担につきましてご質問、ご意見あります

か。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいでしょうか。では、役割分担につきましては、よろしくお願いいたしま

す。

日曜日の日の集合時間９時半ということで。

（「はい、９時半で」の声あり）

○石田議長 紙には、いろいろな時間が書いてあったので。では、農業委員の皆さんは９時半

集合ということで、日曜日はよろしくお願いいたします。

また、パネル展示につきましては、事務局から説明がありましたが、このような形で進め

るということでよろしいでしょうか。ご意見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 なければ、このような形で進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

──────────────────────────────────────────
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④その他

○石田議長 では、続きまして、協議事項④その他、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その他ですが、８月総会でご説明しました優良農業者表彰の記

念品についてです。特に委員の皆様からご意見はありませんでしたが、記念品をどうするか、

昨年度と同じ内容でよいかご協議をお願いします。ちなみに昨年度記念品としました時計は、

ただいまスクリーンにお写ししておりますので、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す。

ただいま事務局から説明がありましたが、優良農業者表彰の記念品ですが、前年同様名前

を入れて時計ということですが、それでよろしいかどうか、皆様ご意見がありましたらよろ

しくお願いいたします。

（発言する者なし）

○石田議長 では、昨年同様記念品はこの時計ということで進めさせていただきます。よろし

くお願いいたします。

では、協議事項、その他は以上ですか。

○事務局（野口） はい、その他は以上です。

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

諸報告

①会長専決について

○石田議長 では、続きまして、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５条の届出が３件と

なっております。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。

（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、会長専決は以上となります。

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

②その他 その１
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○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） 農業委員会委員の活動報告になります。

８月、９月分の活動の共通事項につきましては、８月29日の「農業委員会８月総会」、８

月30日の「農地利用最適化推進活性化研修会」、９月11日「農地利用状況調査等」とご記入

してください。それ以外の活動ございましたら報告をお願いいたます。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11日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

の会議の内容につきまして、新規就農部会リーダーの大熊委員からご報告をお願いいたしま

す。

説明は以上です。

○石田議長 では、最初に、新規就農部会の報告を大熊委員からよろしくお願いいたします。

○大熊委員 第２回目の利用状況調査があったと思うんですけれども、調査後に集まりまして

新規就農支援者についてちょっと相談をして、本日、この総会の後に本人との面接という形

になっております。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

では、８月、９月分の活動につきまして、委員の皆さんから順番に報告していただきます。

では、まず私からスタートさせていただきます。

８月30日、和光市議会９月定例会の開会に出席しました。

９月11日の新規就農の部会に参加させていただきました。

９月20日、平成30年度和光市民まつり農産物共進会の実行委員会に出席しました。概要に

つきましては、事務局から説明されたとおりです。

９月21日に、和光市議会９月定例会の閉会に参加しました。また、進行の打ち合わせも同

時にしました。

私からは以上です。

続きまして、２番、冨澤登委員、お願いいたします。

○冨澤委員 ９月20日の和光市民まつり農産物共進会実行委員会に出席いたしました。

以上です。

○石田議長 続きまして、３番、田中明委員、お願いいたします。

○田中委員 11日に２回目の農地の利用状況調査があったんですけれども、たまたま12日午前
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中、行政相談日だったときに農地の苦情が入りまして、現況調査という形で確認いたしまし

た。前日、利用状況調査で見たところと同じ場所でしたが確認に行ってきました。

以上です。

○石田議長 続きまして、５番、大熊勲委員、お願いいたします。

○大熊委員 ９月11日に、利用状況調査の後に新規就農支援者と面接をしました。あと９月20

日に農産物共進会実行委員会第１回目に出席しました。

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 共通事項のみです。

○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 共通事項のみです。

○石田議長 続きまして、８番、加藤政利委員、お願いいたします。

○加藤委員 ８月31日に、優良農業者表彰の対象者の推薦について、二軒新田支部また浅久保

支部の支部長さんと打ち合わせをいたしました。

それから、９月19日に、農地法第３条許可申請に伴う現地調査を行いました。

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 共通事項のみです。

○石田議長 続きまして、11番、冨岡正浩委員、よろしくお願いします。

○冨岡委員 ８月30日、ちょっと都合ありまして、参加できなかったんですが、それ以外は共

通事項のみです。

○石田議長 ありがとうございました。

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 諸報告②その他、次に、事務局からお願いいたします。

○事務局（野口） 諸報告、その他、６点ございます。

１点目は、農業委員会の下半期スケジュールについてです。

下半期につきましては、計画が決まっているのがほとんどでしたので、今回、諸報告とい

う形で事務局から説明させていただきます。



－16－

資料３をご覧ください。

毎月下旬に農業委員会総会が開催されます。

月毎に見ていきますと、10月は農業委員会総会で優良農業者表彰対象者の決定をします。

また、朝霞地区農業委員会連絡協議会の後継者レクリエーションが行われます。それから、

12日に第２回都市農業推進協議会が開催されます。

11月は、市民まつり農産物共進会が開催されます。

12月は、３日午後に第２回農産物共進会実行委員会と農業関係者懇談会が開催されます。

農業関係者懇談会には、委員の皆様にご出席いただきますようお願いいたします。

また、今年度３回目の利用状況調査を12月に行います。12月の利用状況調査につきまして

は、委員の皆様が事前に各自で市内の農地をパトロールしていただき、11月中に皆様からご

報告いただいた農地を中心に調査を実施したいと考えております。詳細につきましては、ま

た来月の総会にてご説明いたします。

１月には、朝霞地区農業委員会連絡協議会の委員研修会、第３回都市農業振興計画策定委

員会ほか、あさか野農業協同組合との合同新年会を予定しております。

２月には、第２回朝霞地区農業委員会連絡協議会及び南部地区普及推進会議を開催予定で

す。

３月には、農地利用最適化１・１・１運動についてご報告をいただくとともに、平成31年

度農業委員会上半期スケジュールについて決定したいと考えています。

１点目の農業委員会の下半期スケジュールについては、以上です。

続きまして、２点目は、10月号の農家だよりです。本日配付しました資料４、農家だより

をご覧ください。

主に今回、共進会を中心に載せております。こちらもし修正や何か追記した方が良い点な

ど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、10月11日までに事務局までご連

絡ください。

なお、廃プラの回収につきましては、次回11月号の農家だよりで周知して、11月下旬に１

回目の廃プラ回収を予定しております。また、詳細につきましては、ご連絡いたします。

３点目は、10月の各委員の会議等の予定です。10月12日に、都市農業推進協議会が開催さ

れます。こちらは石田会長と北嶋委員がご出席予定です。

10月16日火曜日、市民まつりの第３回広報部会が開催されます。こちら新坂委員がご出席
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予定です。

10月21日に、ホテルオークラ東京にて、ＪＡ合併20周年の記念式典が開催されます。こち

ら石田会長がご出席予定です。

10月30日火曜日に、市民まつりの第４回実行委員会が開催されます。こちらも新坂委員が

ご出席予定です。

４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、下新倉二丁目＊＊－＊、＊＊－＊、＊＊－＊です。

この苦情については、昨年度からの案件となります。今、地図と写真を出しています。

苦情の趣旨としましては、農地にまいた農薬の被害です。畑の近隣に住む苦情主から、農

地にまいた農薬による身体被害、これはご本人とお子さんに被害があったので、何とかして

ほしいとの相談が役所にありました。

この農地につきまして、事務局で農地所有者宅を訪問したところ、８月にはまいたけれど

も、もう今はまいていない。誰がそんな苦情を言っているのか。農業委員会というのは、農

家の味方ではないのかと言われましたが、農業委員会として苦情があれば、農家さんにお伝

えしなければいけないし、県からも住宅地等における農薬使用について、農薬をまくときに

は、事前に十分な周知を行うこととしているので、ご理解・ご協力をお願いしますというふ

うにお伝えしました。

その結果について、苦情主に連絡したところ、様子を見てみますというふうにお話をされ

ました。

苦情については以上です。

５点目は、優良農業者表彰の推薦についてです。

10月５日が期限となっておりますので、事務局までご連絡いただきますようお願いいたし

ます。

○事務局（渡辺） 諸報告６点目といたしまして、先の平成30年９月定例市議会におきまして、

あさか野農業協同組合から条例の改正及び資産課税の軽減に関する陳情書が提出されまして、

これに関する審議が行われております。農業振興施策に関する内容でありますことから、今

回、報告をさせていただきます。

平成30年８月22日付で、あさか野農業協同組合代表理事組合長及びＪＡあさか野資産管理

部会連絡協議会会長の連名によりまして、和光市議会議長に陳情書が提出されております。

内容といたしまして、都市農業が持つ公益的機能など、多面的機能をさらに発揮し、地域
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貢献、市民生活の安全確保、都市農業の維持を鑑み、納税負担の軽減のため陳情がなされた

ものとあります。

陳情項目につきましては、７点となっております。読み上げさせていただきます。

生産緑地制度の法改正に伴い条例の改正を実施すること、生産緑地の追加指定を緑地保全

の観点から促進すること、都市計画税の税率引き下げの実施、固定資産税の減額についての

働きかけ、農業関連補助金の増額及び項目の増加、相続税の納税負担の軽減についての働き

かけ、三大都市圏特定市における市街化区域農地の相続税納税猶予制度の20年営農継続によ

る免除制度を復活することへの働きかけの以上の７点となっております。

当該陳情に関しまして、市議会で審議が行われまして、こちらの内容に関しましては、趣

旨採択の議決となっております。

趣旨採択とは、陳情の願意につきましては十分に理解できるが、財政事情等の理由から、

当分の間は願意を実現することが困難な場合に趣旨については賛成であるという意味の決議

を行ったものとあります。

説明は以上となります。

○石田議長 ありがとうございます。

事務局から、説明ありましたが、皆様から、それを聞きまして何かご意見ありますでしょ

うか。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいでしょうか。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す。

これで平成30年和光市農業委員会９月総会を閉会いたします。

お疲れさまでした。ありがとうございました。

閉会 午前１０時４５分
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