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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。

先週は十日町市研修に参加いただき、誠にありがとうございました。

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７月総会を開会いたしま

す。

それでは、この後、石田会長、どうぞよろしくお願いいたします。

○石田会長 では、皆様、改めましてこんにちは。

今月は、十日町市の研修と農協との合同暑気払いということで、各地でいろいろな方と意

見交換の場ということでいろいろと話ができて、大変有意義な時間が過ごせたと思います。

また、台風が来て、大きな被害はなかったのかなとは思いますが、雨が降って、また種ま

き等々できるように、ちょうどいい雨が降ったということで、大変な一月でしたが、各種事

業にご参加いただきまして、ありがとうございます。

では、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します。

それでは、平成30年和光市農業委員会７月総会を始めます。

本日は冨岡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10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、６番、山﨑とよ子委員、７番、北嶋委員を指名い

たします。

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

◎提出議案

議案第１８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18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。
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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

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さんが健康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となります。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。Ａさんは、現在66

歳ですが、今年の２月頃から故障で農作業ができなくなったということで、東京都練馬区に

あるＢの医師から、変形性腰椎症により通院加療の必要があり、労作業が困難との診断書が

提出されております。

なお、平成29年度の8.1調査では、農業従事日数は100日となっております。

以上を踏まえての申請となります。

農地の現状の管理状況につきましては、６月の利用状況調査において農地が管理されてい

ないことを委員の皆様にご確認いただいておりましたが、昨年実施された８月の利用状況調

査においては、適正に管理されておりました。

現在の状況につきましては、スクリーンをご覧ください。

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した。

ただいま写真を見ていただいていますが、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。
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──────────────────────────────────────────

◎協議事項

①平成３０年和光市農業委員会８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８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８月の農業委員会総会の日程についてですが、８

月29日水曜日午後２時からを提案させていただきます。場所は、同じく庁議室です。ご協議

のほどよろしくお願いいたします。

また、９月の総会につきましては、９月27日木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 ありがとうございます。

29日の水曜日の午後２時から庁議室ということですが、ご都合の悪い方いらっしゃいます

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。また、９月27日の木曜日午前中ということで、９月の分に

つきまして、今、都合が悪いという方がいらっしゃいますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいでしょうか。では、９月は27日の午前中を仮の予定ということで、皆様、

予定をあけていただけますようお願いします。

また、８月は29日の水曜日午後２時からということなので、よろしくお願いします。

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

②平成３０年度農地耕作状況及び農業経営調査について

○石田議長 続きまして、協議事項②平成30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（野口） 協議事項２の平成30年度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。

資料１をご覧ください。

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。こちらは、まず大きく変わったのは、今年の様式は、昨年までの様式と大
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きく変わり、新たな調査様式となりました。これは全国の農業委員会でこれまでの農家台帳

システムから新しい全国統一の農家台帳システムへ移行したことによるものです。参考に、

昨年までの様式もお付けしておりますので、ご確認ください。そのため、場合によっては、

各農家さんや集落支部長さんからご質問があるかもしれませんが、新たな様式の記入例も添

付しておりますので、まずはそちらをよくご覧いただいてご記入いただくようお伝えいただ

き、もし記入例や記入の仕方を見ても書き方がよく分からない場合には、事務局までお問い

合わせください。今回も基本的に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。昨年の配布につ

きましては、事務局から集落支部長さんへ直接配布いたしましたが、一昨年までは農業委員

の皆様から支部長さんへ配布していただいておりましたので、今年は従来どおり農業委員の

皆様から支部長さんへ配布いただきますようお願いいたします。支部長さんの手に渡った後

は、支部長さんや班長さんから各世帯に配布していただく形になります。その際、今回は、

和光市都市農業振興計画策定のための農業者アンケートも一緒に同封させていただいており

ますので、ご承知おきください。

日程につきましては、お手元の一番上、実施要領にございますとおり、一番下、５番です

ね、委員の皆様から支部長さんへの調査票の配布が７月30日から８月１日、支部長さんから

各世帯に配布が１日から５日、そして各世帯にご記入いただいた調査票を支部長さんや班長

さんに回収していただくのが８月５日から17日、回収した調査票の支部長さんから農業委員

の皆様への提出が８月24日までとなっております。最後に、８月24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31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、大変申し訳ありませんが、明日中には皆様に直接お届けいたしますので、ご協

力のほどよろしくお願いいたします。

今年も昨年同様、西本村、東本村は石田会長、喜多口、漆台、峯は冨岡代理、三協は田中

委員、新生、大一は大熊委員、富貴揚は鳥井委員、上之郷は山﨑孝明委員、半三池は山﨑と

よ子委員、宿坂上、市城は新坂委員、二軒新田、浅久保は加藤委員、越後山、牛房、向山は

冨澤委員にお願いしたいと存じます。

お手元に今年度の支部長さんの名簿を配付しておりますので、そちらもご参照ください。
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なお、今回、システム移行に当たり、一部、土地表示、土地面積、生産緑地や納税猶予が

しっかり反映されていない部分もありますので、そちらもチェックはしているんですが、も

しかしたら漏れているかもしれませんので、そちらのほう記載例等には記入してありますが、

よくご覧いただいて、確認いただければと思います。

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。

8.1調査につきまして、この時期に毎年行われていますが、前回は時間の都合上、支部長

さんへの配布は事務局が行いましたが、今回は皆様から支部長さんに渡していただきたいと

いうことなので、配布と回収をお願いします。

また、和光市都市農業振興計画策定のアンケートが一緒に入っているということなので、

そちらもよろしくお願いします。

これらについてご質問、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。では、このスケジュールでいきますので、ぜひよろしくご

協力をお願いいたします。

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

③農地利用最適化推進１・１・１運動について

○石田議長 続きまして、協議事項③農地利用最適化推進１・１・１運動について、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③の農地利用最適化推進１・１・１運動について説明いたします。

前回の会議で、農業委員会としての活動だけではなく、委員個人としての活動も必要にな

るため、テーマごとに４グループ、①担い手の農地集積・集約化活動グループ、②遊休農地

発生防止・解消活動グループ、③新規参入支援活動グループ、④６次産業グループを作りま

した。今回は、そのメンバーをご検討いただければと存じます。事務局案を作成したので、

説明いたします。

資料２をご覧ください。

①担い手の農地集積・集約化グループにつきましては、田中委員、冨澤委員、鳥井委員、

田中委員がリーダー。

②遊休農地発生防止・解消活動グループにつきましては、石田会長、加藤委員、山﨑孝明

委員、加藤委員がリーダー。なお、会長におかれましては、このグループに入っていますが、
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全体を見ていただくようになります。

③新規参入につきましては、大熊委員、山﨑とよ子委員、新坂委員、大熊委員がリーダー。

④６次産業につきましては、冨岡代理、北嶋委員、冨岡代理がリーダーとなります。

なお、こちらは必要に応じて委員がグループを動くことも想定しております。ご協議のほ

どよろしくお願いいたします。

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、前回の会議で４つの部会ということで、

担い手の農地集積・集約化活動グループ、遊休農地発生防止・解消活動グループ、新規参入

支援活動グループ、６次産業グループと４つのグループに分けるということになります。メ

ンバーについては、一応分けてありますが、他のグループの内容の方が詳しいということが

ありましたら、移動することがあります。もし複数のグループで活動できる方は、ぜひとも

よろしくお願いしたいと思いますが、こういうグループ分けということですが、ご意見、ご

質問ございますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、よろしければ、このグループ分けでスタートさせていただきます。

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

④農地利用最適化に関する重点推進地区の選定について

○石田議長 では、次にまいります。

続きまして、協議事項④農地利用最適化に関する重点推進地区の選定について、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農地利用最適化に関する重点推進地区の選定について説明いた

します。

資料３をご覧ください。

こちらは、５月に開催されました埼玉県農業会議主催の農業委員会事務局長会議の資料を

抜粋したものになりますが、農地利用最適化に関する重点推進地区を農業委員会として選定

し、農地の利用集積、集約化について、農業委員会として重点的に活動を実施するよう依頼

があったものです。

事務局としましては、この重点推進地区として、第１種農地であるアグリパークを選定し

たいと考えております。

アグリパークの場所につきましては、ただいまスクリーンでお映ししておりますので、ご
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確認ください。

理由としましては、農地の利用集積ということになりますと、市街化調整区域内での利用

権設定によるものになりますが、市街化調整区域においても農地転用が進んでしまっている

ため、実質、農地の利用集積を進めようとすると、原則として農地転用が許可されていない

第１種農地が重点推進地区として最適であると考えられるからです。

以上、和光市農業委員会として農地利用最適化に関する重点推進地区を選定していただき

ますよう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。

農地利用最適化に関する重点推進地区の選定ということですが、和光市内には農業振興地

域がありませんので、第１種農地ということで、アグリパークが選定地区でいかがでしょう

かということですが、皆様からご意見、ご質問ございますでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、無いようですので、第１種農地であるアグリパークの地区を重点推進地区

に選定することでよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○石田議長 では、そのように決定しますので、よろしくお願いします。

具体的な取組、内容については、来月以降の総会で決めていきますので、よろしくお願い

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、和光市民まつりにおける出店関係についてとな

ります。

昨年度は農業委員会として、これまでのじゃがべえにかわって、農業委員会の活動内容に

ついてパネル展示をして、農業委員会のＰＲをする取組をいたしましたが、あまりＰＲ効果

は得られなかったようです。

そこで、今年度は農産物共進会の運営に力を入れ、支部長さんや農協さんと一体となって

共進会を盛り上げていってはどうかと考えています。また、日曜日の共進会の表彰式の準備

や挙行、販売のお手伝いもお願いできればと考えております。皆様、いかがでしょうか。
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なお、パネルの枚数を減らして、十日町市視察の様子等を見せることも考えられます。

もし他に農業委員会として、このような出店や取組をしてはどうかといったご提案があり

ましたら、ぜひご意見をいただければと思います。

説明は以上です。

○石田議長 ただいま市民まつりの出店関係についての事務局より説明がありましたが、昨年

は農業委員会の活動内容についてのパネル展示をして、農業委員会の皆様にＰＲをしていた

だきましたが、あまりＰＲ効果も得られなかったような感じがあります。このため今年度は

農産物共進会の運営に力を入れていきたいということですが、農業委員も集落支部長さんや

農協さんと一体となって共進会等のイベントを盛り上げていければと思いますが、その他、

名案等がありますでしょうか。

また、昨年のパネル展示の説明委員をしていただきました大熊委員、加藤委員、新坂委員

から、感想を述べてほしいということなので、順番に聞きたいと思いますので、よろしくお

願いします。

では、まず大熊委員、昨年の感想いかがだったでしょうか。

○大熊委員 初めての試みということで、実施しているというＰＲ不足とか、パネルといって

も文字ばかりなので、足をとめるというのは、どうしても少なかったように感じられました。

また、私は、十日町市の視察の様子を展示するのであれば、実施していることをＰＲする

ものができれば、もう少し足をとめられるのではないかと思います。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

続きまして、加藤委員、いかがでしょうか。

○加藤委員 やはり大熊委員が言われたように、文字、数字が多い中で、ちょっと理解しづら

い部分があったのかなと、そういうところは感じました。

あとは、皆さんのご意見をお伺いしながら、いい方法があれば探っていければと思います。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

続きまして、新坂委員、いかがでしょうか。

○新坂委員 今、両委員から説明があったとおりですが、補足としましては、何か目を引くも

の、例えばわこうっちとか、小さい子が見てくれるような、集まってくれるような何か仕掛

けがあるといいのかなというふうに思います。
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○石田議長 お三方に今、昨年の感想をいただきましたが、今年度に向けて、市民まつりの農

業委員会としてのＰＲとして、十日町市の視察研修会のときの交流について、また見させて

もらったところ等々の展示もいいのかなとは思います。こんなことがいいのではないかと皆

様からもありましたら、ぜひとも、事務局等に連絡してください。

また、特に展示等だけということなので、特に日曜日の共進会や表彰式や販売のお手伝い

を積極的にお願いしたいと考えていますので、こちらもよろしくお願いします。

ここまで何かご意見よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

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

◎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、４条の届出が１件、

５条の届出が６件となっております。今、スクリーンに写真を映しますので、ご確認くださ

い。

説明は以上です。

○石田議長 ただいま写真をご確認いただきましたが、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。会長専決については以上となります。

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

②その他 その１

○石田議長 続きまして、諸報告②その他、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。

６月、７月の活動の共通事項につきましては、６月28日の「農業委員会６月総会」、７月

23日、24日の「農業委員会視察研修会」とご記入ください。

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。

また、前回からもお伝えしておりますが、会議等出席された場合には、簡単にこういった

話があった等ご説明いただければと存じます。よろしくお願いいたします。説明は以上です。
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○石田議長 ありがとうございます。

では、私から進めさせていただきます。

７月９日に新規就農希望者と面談いたしました。いろいろお話させていただきました。

また、７月12日、朝霞地区農業委員会連絡協議会の第１回協議会が新座市で行われました。

内容については、平成30年度事業計画案について、その他、別段面積等々の報告等をしてき

ました。

続きまして、許可申請の工事完了の確認が７月17日にありました。

７月18日に第２回の和光市都市農業推進計画策定委員会がありました。２時からありまし

て、和光市都市農業の現状と課題を踏まえた上での方向性、和光市における都市農業の６つ

の機能の発揮。また、農業者アンケートについてのお話をしました。

続きまして、７月27日に会議の進行打ち合わせと、夜ＪＡあさか野との合同暑気払いがあ

りました。

私の分は以上です。

続きまして、２番、冨澤登委員、お願いいたします。

○冨澤委員 ６月は４市の支部長全体会議と通常総会に出席し、７月はないです。

○石田議長 では、３番、田中明委員、お願いします。

○田中委員 ございません。

○石田議長 では、４番、新坂篤司委員、お願いします。

○新坂委員 ７月５日、市民まつり実行委員会に出席しました。会議の内容といたしましては、

被災地応援イベント、野外ステージ、あとは予算編成について話し合いました。

以上です。

○石田議長 では、５番、大熊勲委員、お願いします。

○大熊委員 共通事項のほか、７月３日の日に現地調査２件、生産緑地の追加申請１件、納税

猶予の３年ごとの証明の現地確認を事務局と行いました。

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 総会以外に、近所の方からちょっと草が多くてという話がありましたので、

見に行ったら、生産緑地になっているところがあるんですけれども、かなり背が高くなって

いました。何とかできないかということだったので、現地を見に行って現状について事務局

にも報告いたしました。
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○石田議長 続きまして、７番、北嶋美栄子委員、お願いいたします。

○北嶋委員 共通事項以外はございませんでした。

○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 共通事項以外はありません。

○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 では、委員からの報告は以上であります。

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

②その他 その２

○石田議長 では、諸報告②その他、次、事務局よりお願いいたします。

○事務局（野口） その他、報告８点ございます。

１点目は、全国農業会議所から集中豪雨災害義援金の依頼がありました。こちらは１口

1,000円にてお願いしたいとのことです。もし委員の皆様の了解が得られるようでしたら、

互助会費の中から１万円を和光市農業委員会の義援金として送金できればと考えております

が、委員の皆様、いかがでしょうか。

○石田議長 義援金として互助会費から１万円支出しようということですが、いかがでしょう

か。

○田中委員 よろしいのではないですか。

○石田議長 よろしいですか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、互助会費から送金させていただきますので、委員の皆様、よろしくお願い

します。

諸報告、その他、次、お願いします。

○事務局（野口） また同じく市役所環境課から緑の募金の依頼がありました。こちらについ

ては、先日も埼玉県農業会議から依頼があり、既に委員の皆様にご協力いただいたところで

す。今回は、募金額によって緑の募金グッズがもらえるとのことですので、ご興味がある方

がいらっしゃいましたら、総会終了後に事務局までお声がけください。

１点目は以上です。
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２点目は、８月の各委員の会議等の予定ですが、８月２日に市民まつり実行委員会の広報

部会が開催されます。こちらは新坂委員が出席予定です。

また、８月30日に９月議会が開会されます。こちらは石田会長が出席予定です。

３点目は、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。

資料４をご覧ください。

研修会は午後１時から午後４時までの予定となっております。当日は10時30分に市役所集

合し、マイクロバスで羽生市まで向かいます。現地でお昼を食べる予定です。欠席される方

がいらっしゃいましたら、ただいま挙手をお願いいたします。８月30日午後ですね、10時半

集合ですが、欠席される方はいらっしゃいますか。

○石田議長 冨澤委員が欠席だそうです。

○事務局（野口） 分かりました。

○石田議長 その他で都合の悪い方はいらっしゃいますか。10時半出発、集合ですか。

○事務局（野口） 集合して出発となります。そろい次第出発します。

○石田議長 ８月30日10時半ということなので、皆様、もし都合の悪くなった方は事務局に一

報をお願いいたします。

○事務局（野口） また日にちが近づいてきましたら、通知を出させていただきます。

なお、ご相談ですが、昼食代は互助会費から出させていただいてよろしいでしょうか。

○石田議長 互助会費からの出費となりますので、よろしくお願いします。

○事務局（野口） 続きまして、４点目となります。

６月に実施しました農地利用状況調査の指導文書につきまして、７月上旬に対象者へ郵送

及び電話にて、８月末までには改善するよう連絡させていただいたことを報告いたします。

なお、既に改善していただいた農地もありますが、指導対象農地については、後日、事務

局で改めて確認をし、８月の総会で改善されたかどうかのご報告をさせていただきます。

なお、９月に今年度２回目の利用状況調査を実施予定としております。

５点目は、農業振興基本計画に関するアンケートです。資料５をご覧ください。

こちらにつきましては、今までの総会でもご説明しましたが、今年度、和光市都市農業振

興計画を策定します。策定に当たり検討委員会や農家懇談会や農家アンケートを実施する予

定となっておりました。これはその農家アンケートとなります。

内容については、２年前に和光市産業振興計画を策定するときに農家アンケートを実施し

ておりますので、その項目にかぶらないような質問になっております。主に計画を実現する
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ための基本目標の４つについて聞いております。

なお、９月20日の午後に農家懇談会の実施を予定しております。また、この日は、共進会

実行委員会の開催も予定しております。

６点目は、先ほど会長からもご報告いただきましたが、朝霞地区農業委員会連絡協議会の

平成30年度実施計画についてです。資料６をご覧ください。

この中で４市の委員研修会が来年１月中旬に予定されているとのことですので、ご確認く

ださい。詳細が決まりましたら、また委員の皆様にご連絡いたします。

７点目は、４月総会で農地法第４条の許可申請があったＣさんの案件についてです。こち

らはその後、埼玉県から許可が下りまして、先日、工事が終わったところですが、当初の計

画になかった照明や防犯カメラ、セキュリティーのための電気等が設置されております。こ

の件につきまして、まず照明につきましては、総会の中で今後照明をつける際は、必ず隣地

農地所有者の同意を得るようにと山﨑とよ子委員からもご発言いただいておりましたので、

代理人を通して同意を得ていたかの確認をしましたところ、工事前に隣地所有者の同意を得

ていなかったとのことで、工事完了後に代理人から隣地所有者へ経緯を説明し、同意を得た

との説明があったことをご報告いたします。

また、それ以外の防犯カメラ等につきましては、会長と相談いたしまして、代理人に今後、

申請する際には事前に利用業者に十分確認をし、書類に反映をした上で申請するよう注意い

たしましたので、あわせてご報告いたします。

８点目は、８月号の農家だよりにつきましては、今作成中のため、この場で配付はできま

せんが、十日町市の視察や8.1調査、熱中症対策、また来年度の都市農業支援事業補助金、

都市農業支援事業補助金については先月号も載せていますが、まだ相談がありませんので、

もう一度掲載する予定となっております。来月号に掲載した方が良い内容がありましたら、

８月10日までに事務局までご連絡ください。

その他につきましては以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

事務局からその他８点出ましたが、皆様から何かございますでしょうか。

○事務局（野口） もう１点。

○石田議長 事務局。

○事務局（渡辺） 資料番号は振っていないんですが、お手元の今回の視察の収支をお示しし

たものをお配りさせていただきましたので、こちらをご覧ください。
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今回、農業委員会と都市農業推進協議会合同での視察としまして、十日町市に２日間行っ

てまいりました。こちらの収入といたしましては、農業委員５名と職員２名の宿泊旅費及び

日当分、こちらが合計で12万6,000円。あと昼食代等を別途用意しております。会費としま

して、都市農業推進協議会の５名分となっておるんですが、参加された３名と、あと当日欠

席になってしまった方２名いらっしゃいまして、この方にキャンセル料をいただきまして、

7,500円が返金となっております。さらに、会費としまして、農業委員５名プラス職員２名

分ということで３万5,000円。農協からお祝い金含めて5,000円。現地で宿泊旅費の補助制度

がございまして、2,000円の補助金があり、これを２万円分補助しております。収入合計が

25万9,105円となっております。

支出につきましては、初日のお昼代、宿泊代を計上しております。また、２日目のお昼の

代金等を計上し、最後に、委員の皆様、ご欠席の委員の皆様と都市農業推進協議会の２名の

欠席の皆さんのお土産を用意いたしまして、支出合計といたしましては25万8,506円になり

ます。差し引きで合計が599円となりますので、こちらにつきましては、了解いただけまし

たら、互助会費に納入したいと考えております。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

視察研修の会計ということで、差し引き残金599円は互助会費へ入れさせていただきます

が、よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○石田議長 その他は事務局は大丈夫ですか。

○事務局（野口） ございません。

○石田議長 皆様から何かございますでしょうか。

鳥井委員。

○鳥井委員 先ほど９月の総会の日程、９月27日というお話がありましたけれども、27日は都

合が悪かったので、申し訳ないんですけれども。

○石田議長 分かりました。

その他、皆様から何かありますか。よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、本日の議事は以上となります。

──────────────────────────────────────────
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◎閉会

○石田議長 本日もスムーズな議事運営に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７月総会を閉会といたします。

皆様お疲れさまでした。

閉会 午前１０時４０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


