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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。

先日は、利用状況調査、お疲れさまでございました。本日は、その審査も協議事項の中に

ありますので、どうぞよろしくお願いいたします。

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６月総会を開

会いたします。

会長、この後、どうぞよろしくお願いいたします。

○石田会長 皆様、こんにちは。

まだ梅雨の期間中というのに、とても暑くなってしまいました。大変暑い中ですが、ご出

席いただきありがとうございます。本日もスムーズな議事運営を努めてまいりますので、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６月総会を始めます。

本日は、２番、冨澤登委員より欠席の連絡をいただいております。本日の出席委員は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、議事録署名委員ですが、３番、田中明委員、５番、大熊勲委員を指名し

ます。

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

◎提出議案

議案第１７号 農地法第３条に係る「別段の面積」の設定について

○石田議長 それでは、議案に移ります。

議案第17号 農地法第３条に係る「別段の面積」の設定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（野口） 本議案第17号 農地法第３条に係る「別段の面積」の設定について説明い

たします。



－4－

資料につきましては、資料１をご覧ください。Ａ３横のものです。

本案件は、農地法第３条の許可要件の一つである下限面積要件に関するものなので、まず

は下限面積について説明いたします。

耕作目的で農地の権利を所得する場合には、農地法第３条の許可を受ける必要があります。

その際、新たに農地の権利を取得する場合には、取得しようとする者が現在耕作の事業に供

している農地と、新たに権利を所得しようとする農地の合計面積が50アール、つまり5,000

平米に達しなければなりません。

資料１の左ページをご覧ください。

農地法第３条の許可を受けて農地を取得しようとする場合の具体例を示しております。下

限面積要件がどのように影響してくるのかを事例に合わせて説明させていただきます。

まず、１番上のａさんの場合。ａさんが現在所有権に基づき耕作の事業に供している農地

は8,000平米で、新たに権利取得をしようとする農地は1,000平米です。ａさんの場合、取得

後の合計が9,000平米となることから、下限面積要件をクリアし、ほかの許可要件を満たし

ていれば農地を取得することができます。

続いて、ｂさんの場合ですが、ｂさんは、所有権に基づいて耕作の事業に供している農地

が2,000平米、利用権設定等による使用借権に基づいて耕作の事業に供している農地が2,000

平米で、合計4,000平米の農地について農業経営を行っていることになります。そのため、

新たに1,000平米の農地の権利を取得すると、取得後の合計が5,000平米となり、下限面積要

件をクリアするため、ａさんと同様に、ほかの許可要件を満たしていれば、農地を取得する

ことができます。

最後にｃさんの場合ですが、ｃさんは所有権に基づいて耕作の事業に供している農地が

3,000平米です。新たに1,000平米の農地を取得しようとした場合、取得後の合計面積は

4,000平米となり、5,000平米に達しません。したがいまして、ｃさんは下限面積要件を満た

すことができず、新たに農地を取得することができないことになります。

以上が下限面積要件が農地法第３条の許可申請においてどう影響するのかの説明になりま

す。

また、実際にほとんどないケースですので記載しておりませんが、現在の耕作の事業に供

している農地の面積がゼロであっても、新たに取得する面積が5,000平米であれば、取得後

の合計面積が5,000平米に達しますので、下限面積要件はクリアすることとなり、ほかの要

件を満たせば農地を取得することが可能となります。
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この下限面積要件につきましては、農地法第３条第２項第５号に規定されておりますが、

平成21年12月に農地法が改正され、意欲ある農家への農地の集積や権利移動の促進、新規就

農をしやすくするという目的で、各農業委員会が地域の実情に合わせて下げることができる

ようになりました。同時に、下限面積の引き下げについて、毎年農業委員会で検討を行うこ

ととされ、検討の結果、下限面積を引き下げる判断をした場合でも、引き下げないと判断し

た場合でも、その結果と理由をホームページで公表することが義務づけられました。

別段面積というのは、農業委員会で50アールを下回る面積を下限面積に設定した場合の面

積のことを指します。この議案では、和光市農業委員会として別段面積を設定するか否かに

ついてご審議いただくことになります。別段面積は、1,000平米以上であれば100平米単価で

選定できることとなっています。

ただし、別段面積を設定するに当たっては、農地法施行規則第17条に定めた基準がありま

すので、その基準に従って設定する必要があります。

１つ目の基準は、設定した別段面積未満で営農している農家数が市内全農家数の40％以上

とならなければならないというものです。

資料の右ページの表をご覧ください。こちらは2015農林業センサスによる和光市の1,000

平米ごとの経営面積別農家世帯数とその割合を示したものです。和光市の全農家数が172戸

となっておりますので、この場合設定した別段面積未満の面積で農業経営を行っている農家

数は172戸の40％以上、つまり69戸以上にならなくてはなりません。

仮に、下限面積を2,000平米に設定しようとした場合ですが、2,000平米未満の農家数は45

世帯で全体の26.1％にとどまり、40％に達しないため、設定はできません。

次に、3,000平米に設定しようとした場合には、3,000平米未満で農業経営を行っている農

家数が表の１段目と２段目と３段目の合計の83世帯となり、全体の48.2％で、基準の40％以

上となります。したがいまして和光市におきましては、下限面積は3,000平米以上に設定す

る必要があります。

２つ目の基準は、市内に相当数の遊休農地があり、なおかつ下限面積を引き下げて50アー

ル未満の農地耕作者が増加しても、地域の農業上の利用に支障をきたさないと考えられる場

合には、１つ目の基準に関係なく、新規就農を促進するのに適切な面積を設定できるという

ものです。しかし、和光市においては、相当数の遊休農地があるという要件を満たしません

ので、この２つ目の基準は適用されません。

以上のことから、１つ目の基準により和光市では30アールまで下限面積を下げることが可
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能となります。そのことを踏まえまして、和光市農業委員会として別段面積を設定するかし

ないか、また、設定するのであればその面積と理由をご審議ください。

なお、下限面積の引き下げについては、これまでも毎年ご審議いただいております。その

際、下限面積を引き下げてもよいのではないかとのご意見もありましたが、下限面積を引き

下げることは、農地を取得しやすい状況をつくるため、投機目的での農地取得を招くおそれ

があることや、和光市の地価等を考えると、農地を取得して新規就農しようという方がいる

とは余り考えられないこと、農業経営の規模拡大を考えている農家数が少なく、その農家の

方々も既に50アール以上の農地を所有していることから必要性がないと判断できること、朝

霞市、新座市、志木市においても下限面積は50アールとなっており、別段面積が設定されて

いないこと等の理由により、これまでは別段面積の設定はしないという決定をしております。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

この議案につきまして、皆様からご意見、ご質問ございますでしょうか。ありましたらお

願いいたします。

特に別段面積について、設定が必要と感じていらっしゃる方はいませんか、よろしいです

か。

（発言する者なし）

○石田議長 では、下限面積50アールということで採決をとらせていただいてよろしいでしょ

うか。

それでは、採決に移ります。

この議案につきまして、別段面積を設定せず、下限面積を50アールのままにするというこ

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、別段面積は設定しないことといたします。

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

◎協議事項

①平成３０年和光市農業委員会７月総会の日程について

○石田議長 では、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７月総会の日程について、事務局より説明をお願い
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いたします。

○事務局（野口） 協議事項①の７月の農業委員会総会の日程についてですが、７月30日月曜

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

願いします。

また、８月の総会については、８月29日水曜日と31日金曜日を候補日としております。こ

の８月30日が羽生での研修があるので、委員の皆様は連続となってしまい、申し訳ありませ

んが、８月29日、31日のどちらかで予定しております。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございました。

ただいま事務局から説明がありましたが、７月は７月30日月曜日午前10時からということ

ですが、皆様のご都合よろしいでしょうか。いかがですか。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいですか。

では、７月は７月30日月曜日の午前10時から庁議室で開催しますので、よろしくお願いし

ます。

続きまして、８月の日程ですが、29日と31日ということですが、29日が第１候補でよろし

いでしょうか。

また、７月の総会で改めて確認いたしますので、８月29日を希望日として予定していてく

ださい。よろしくお願いいたします。

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

②平成３０年度第１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１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の平成30年度第１回農地利用状況調査の審査について説明いた

します。

今回もお忙しい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６月12日午後に下新倉・南・白子地区を、13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、お配りしました資料２をご覧ください。

対象農地の写真につきましては、これからスクリーンにお映しします。今年度１回目の調

査になりますので、これまで指導対象になっていた農地を中心に、市内全域を対象に調査を
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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、前回も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、今週の月曜日と水曜日に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Ａさんになります。１度管理がされ

てから草が伸びてきてしまっている箇所がありました。ちょうど事務局で事前の調査を実施

していた際に、近隣の方から苦情が入りまして、その時点でＡさんへご連絡し、適正に管理

していただくよう電話でお願いしていたところです。今回の判定では強めの指導をするとい

う結果でしたが、現地調査の際には委員から、納税猶予が入っているのにこの程度の管理で

よいのかといったご意見もありました。先日の電話以外にも指導文書を送付するなど、ほか

に指導すべきかどうかご協議ください。

２番目、３番目と新倉・丸山台地区の７番目のＢさんですが、いずれも通常の指導をする

という結果でした。Ｂさんご本人は体調を崩されて、なかなか耕作保全管理ができない状況

ということもあり、委員から、市街化調整区域の農地については利用権設定等の相談に乗れ

る旨を連絡したり、ご家族に保全管理をお願いしてはどうかとのご意見もいただきました。

そのあたりを踏まえて、今回どのような指導をすべきかご協議ください。

４番目のＣさん、Ｄさんですが、いずれも市外にお住まいで、なかなか管理が難しい状況

にあるかもしれませんが、前回も指導対象となっておりまして、今回は強めの指導をすると

いう結果になりましたので、強めの指導文書送付ということでよいかご協議ください。

５番目のＥさん、Ｆさんですが、こちらはＧさんから相続で取得した農地となりますが、

草が伸びてきてしまっており、通常の指導をするという結果になりました。Ｆさんは市外で

お住まいですが、Ｅさんが市内にお住まいということで、相続も落ちついてきている頃と思

われますので、Ｅさん宛てに通常の指導文書を送付するということでよいかご協議ください。

次に、新倉・丸山台地区ですが、１番目のＨさん他３名ですが、こちらは草が伸びてきて

おり、通常の指導という判定結果になりました。以前、息子のＩさんに電話で管理をお願い

したこともありましたが、今回は通常の指導文書を送るか、電話で指導した方がよいかご協

議ください。
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２番目のＪさんですが、最近の雨で草が伸びてきてしまっていて、今回は通常の指導をす

るという結果でした。通常の指導文書を送付するということでよいかご協議ください。

３番目のＫさんですが、ご家族に連絡して、管理を依頼してはどうかといったご意見をい

ただきました。こちらは通常の指導をするという結果でしたが、ご家族に管理依頼の相談を

するという指導でよいかご協議ください。

４番目のＬさんですが、こちらは近隣住民から苦情がある場所で、大分木が大きくなって

きていました。こちらはなかなか解決が難しい農地ですが、前回も指導対象となっており、

今回は強めの指導をするという結果でしたが、どのような指導をすべきかご協議ください。

５番目と８番目のＭさんですが、ご高齢で耕作が難しく、指導文書を送付するといつも対

応していただくのですが、新倉七丁目の農地は前回も指導対象となっていたこともあり、今

回は強めの指導をするという結果でした。強めの指導文書を送付ということでよいかご協議

ください。

最後に、６番目のＮさんですが、前回も指導対象となっており、今回は強めの指導をする

という結果でした。強めの指導文書を送付する形でよいかご協議ください。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございました。

ただいま事務局から説明がありましたが、まず下新倉・南・白子地区の１番のＡさんから、

先日、近隣の方から苦情もあって、事務局から管理するように電話で指導したということで

すが、指導文書を送るほかに指導をすべきかどうかを皆さんからご意見をいただきたいと思

います。いかがでしょうか。何かこれをという意見がございましたら。

事務局も電話していますよね。

○事務局（野口） はい、しております。

○石田議長 では、今回は強めの指導文書を送るということで進めさせてもらってよろしいで

しょうか。

では、強めの指導ということでお願いいたします。

続きまして、２番、３番、新倉・丸山台地区の７番のＢさんですが、体調を崩されてなか

なか耕作できないようですが、どのような指導をすべきかご意見をいただきたいと思います。

市街化調整区域の農地については、利用権設定の相談に乗れる趣旨を連絡するという手段が

ありますが、ご家族に保全管理をお願いするということもあると思います。皆様からご意見

はいかがでしょうか。
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文書で利用権設定のご案内をして、もし耕作がなかなかできないんであれば誰かにお願い

できますよということを説明していただいて、また、市街化区域につきましては、ご家族で

できるかどうかを確認して、大変ですということでしたらまた事務局で相談に乗ってもらっ

て、また農業委員で誰かトラクターで耕うんするとか、そういう相談をもうちょっとさせて

いただきたいとは思います。今回は普通の指導ということで、利用権設定の案内もしてもら

うということでよろしいでしょうか。

では、続きまして、４番のＣさん、Ｄさんですが、強めの指導文書を送るということにな

っていますが、皆様いかがでしょうか。見られた方は分かっていらっしゃると思いますが、

ちょっと大分草が前回も生えていたんですが、今回もひどいということで、ただ市外の方と

いうことなんで、強めの文書という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、ここは強めの文書ということでお願いいたします。

続きまして、５番のＥさん、Ｆさんですが、普通文書の送付ということでよいかというこ

とですが、いかがでしょうか。見られた方は分かっていらっしゃると思いますが、条件は余

り良くないところで、傾斜地で突き当たり、周りが工場だったり、駐車場だったりするんで、

隣地の農地への影響等は少ないと思うんですが、大分草も大きくなってしまっているので、

今回は普通の文書ということで連絡させていただきたいと思いますが、それでよろしいでし

ょうか。

（「異議なし」の声あり）

○石田議長 こちらは普通の文書ということでお願いいたします。

続きまして、２班に確認していただきました新倉・丸山台地区の１番のＨさん他３名様で

すが、通常の文書を送付するということでよいかということですが、いかがでしょうか。

９番、山﨑委員。

○山﨑（孝）委員 先日Ｉさんとお会いして、この話をしたところ、もう現地は売却済みとい

うことで、お話しされています。

○石田議長 分かりました。

では、事務局、確認はとれていますか。

事務局。

○事務局（高橋） 事務局で確認したところ、この近隣で農地転用の届出は出されていたんで

すけれども、こちらについては確認がとれていなかったので、改めて確認をとりまして、そ
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れでもし農地転用の届出の手続が出されていないようであれば、Ｉさんにご連絡させていた

だいて、対応していただくようにお願いしたいと思っています。再度確認をさせていただけ

たらと思います。

○石田議長 分かりました。では、Ｈさん他３名のところにつきましては、事務局からもう一

度確認をとっていただき、転用が出されている場合には既に農地ではないということですが、

まだ出されていない部分の草であった場合には適正管理をお願いしてください。こちらにつ

きましては手紙ではなく電話で、連絡等で趣旨を言っていただく形でお願いいたします。

○事務局（野口） はい。

○石田議長 続きまして、２番のＪさんですが、通常文書の送付をするということでよろしい

でしょうかということですが。現地確認された方はいかがですか。よろしいですか。

（「異議なし」の声あり）

○石田議長 では、ここは通常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Ｋさんですが、ご家族に直接管理依頼を相談するという指導でよいか

皆様からご意見いただきますようお願いいたします。

これはご家族に管理依頼の連絡をするということですか。

○事務局（野口） そうです。お孫さんが後継者で、農業をやっていらっしゃるので、管理で

きないか確認します。

○石田議長 ということですが、いかがですか。電話で改善してもらえるんなら、まずは連絡

をしてもらって、何とかやってもらえそうでしたら、そういうふうに進めていただくという

形でよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○石田議長 では、そういうことでお願いします。

続きまして４番のＬさんですが、前回同様、強めの指導ということでよろしいでしょうか。

また、農業委員会の業務として、遊休農地対策ということが位置づけられておりますが、

農業委員会としてどのような対策ができるか意見交換とご意見をいただければと思いますが、

皆様いかがでしょうか。こちらは皆様に見ていただいたと思います。前回、去年の調査から

ずっとこの状況ではありますが、皆様からご意見がありましたら。

地権者の許可をとって、何らかの改善策をしていかないと、近隣住民に対してちょっと迷

惑がかかっているということなので、事務局とまた相談させていただいて、何かしら対策を

とっていく方向で検討したいと思いますが、皆様はそういう方向性でよろしいでしょうか。
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（「異議なし」の声あり）

○石田議長 では、ちょっと事務局と相談させていただきます。

３番、田中委員。

○田中委員 いいですか。知識不足ですけれども、手前の方は、機械か何かで処理されていま

すよね。

○石田議長 手前側はＯさんの畑ですね。

○田中委員 それに隣接しているところということですね。

○石田議長 隣接していますね。

○田中委員 あれ見ると、今、雑草がかなり繁茂している。

○石田議長 はい、大分すごくなっています。

○田中委員 実際は、あの木自体が迷惑の対象になるといっても、いろんないきさつがＯさん

との昔からの関わりがあるんだろうけれども、極端に言って、これ、大型ユンボか何かで全

部木を落とさない限りは、畑としては絶対もう存続できないし、半分ジャングルだと思うん

で、その辺、かなりの対策が必要だと考えます。

○石田議長 ええ。草を何とか。木はなかなかどうするといっても、すぐにはちょっと難しい

んですが、草で、花粉で近所のマンションの方がアレルギーが出てしまうということで、草

だけでも何とかという話がありましたんで、何らかの対応策がとれるかどうかをちょっと相

談させていただきたいと思いますので、指導文書は強めで出してもらうということでお願い

するということで、残りは事務局とちょっと相談させていただきますので、皆様もぜひよろ

しくお願いしたいと思います。

では、続きまして、５番、８番のＭさんですが、強めの指導文書を送付するということで

よろしいかどうかを。

５番が普通、８番が強めということですが、８番はかなりすごいですよね。見られた方は、

大分すごいと思われたと思います。５番は、何とも言えないか。事務局。

○事務局（高橋） 足首よりは高いんですけれども、ちょっと管理すれば大丈夫かなというぐ

らいではあるかなと。

○石田議長 では、普通と強めがありますが、強めでまとめて通知を出すということでよろし

いでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○石田議長 では、これは強めということで。
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続きまして、６番のＮさんですが、強めの指導ということになりますが、皆様、強めの指

導ということでよろしいでしょうか。

去年の最初の頃あたりは、まだそんなひどくなかったのですが、徐々に悪化している。

○冨岡委員 見に行ったんですけれども、何かこうなる前にみんなで見に行った後に一度何か

きれいにはしたように聞きましたけれども、で、また手を入れないと、すぐ草が伸びてしま

って、多分こういう状態になってしまったんだろうとは思います。

○石田議長 事務局。

○事務局（高橋） この６番のＮさんなんですけれども、先日、生産緑地に係る主たる従事者

の証明の関係で代理人が窓口にいらっしゃいまして、Ｎさん自身はもう故障でできないとい

うこともあるようで、生産緑地を解除して転用するということを考えられているようです。

まだ具体的に申請を受けたわけではないので、これからそういう話が出てくるのかもしれな

いんですけれども、現段階でそういう動きがあるということだけご報告させていただきます。

○石田議長 という話ですが、いかがでしょうか。現状では生産緑地になっていますので、対

処されるまではしっかり管理をしてもらわないとやっぱりまずいのかなと思いますので、強

めの指導という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、ここまで全般に強めの指導と普通と、管理のお願いを指導文書等を決めて

いただきまして、全体で皆様何かご意見ありますでしょうか。よろしいですか。

３番、田中委員。

○田中委員 私なんかも体を壊したりすると、一時的に管理できない状態になり得るんですけ

れども、基本的に、１班でやられた１番のＡさんは毎年のことだし、ここは生産緑地で納税

猶予が入っている。基本的に、生産緑地というのは、市のその恩恵を受けているわけですよ、

固定資産税の免除とか、減額される。この生産緑地で実際草にしておくということはあり得

ないと、基本的には思います。だからできれば強行というような、生産緑地を強制的に解除

して、例えば解除したにしても、そのぐらいは10年なら10年何もできないとかということが

できるならね。そういう抑制といいいますか。網をかぶせる方法があるんならば、多少なり

とは違うと思います。生産緑地でこういう状態というのは考えられない。まして、納税猶予

を受けているところなんだったら、信じられないことです。それで、１回、２回ではなくて、

毎年のように、１回終わったのといったら、今度は２年後にはまた同じ状態が、常に同じ状

態で繰り返される。これは、かなりの罰則ではないけれども、もう通らないです。例えば納
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税猶予を受けていますよ、それに対するまた、３年ごとの引き継ぎ農業経営を行っている旨

の証明がもうそれは通らない。これだけやったら、通す必要はない。納税猶予はもうそこで

解除、それは税務署の業務になりますが、おかしいと思います。

○石田議長 こちらから解除する権限はないのですが。

○田中委員 ですから要は、こちらが証明書を出さなければいい。

○石田議長 現状では、次回の相続税の納税猶予の行っている旨の証明は引き続き農業経営を

認められないという旨をしっかり周知していかないといけませんね。

○田中委員 無理かもしれない。

○石田議長 しっかり管理をしてもらわないと。

○田中委員 おかしいです。

○石田議長 という旨はしっかり伝えてもらわないといけないと考えます。

○田中委員 忙しいとしてもです。

○石田議長 本当にもし急に病気でかわりにやってもらえる方がいなくて、こう草になっちゃ

いそうというときは相談してもらえるように、逆に私たちでも何らかの支援をできるように

するということを伝えて、安心して耕作してもらえるように、また、管理はしっかりしても

らえるような形で進めていきたいと思います。

そのほか、何かありますでしょうか。よろしいですか。

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

③農地利用最適化推進１・１・１運動について

○石田議長 では、次にいきたいと思います。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。

３月総会でも説明しましたとおり、今年度は農業委員会としての活動だけでなく、委員個

人としての活動にも取り組んでいただく形になりますが、どのような活動に取り組んでいた

だくかの具体的な事例を紹介いたします。

資料３をご覧ください。

こちらは、５月に行われた市町村農業委員会事務局長会議において配付された平成30年度

における農地利用最適化活動方針等についての説明資料を一部抜粋したものになります。そ

の中で、農業委員個人の活動としては、①農地の有効利用活動、②担い手への農地集積・集

約化活動、③遊休農地発生防止・解消活動、④新規参入支援活動、⑤その他の活動等が挙げ
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られます。

具体的な内容につきましては、こちらにアから列記されているような活動になりますが、

この中で和光市で委員の皆様に活動していただく内容としましては、例えば②担い手への農

地集積・集約化活動。これは今回利用状況調査を行ったので、その後の対応についての取組

が考えられます。

また、③の遊休農地発生防止解消活動。これは先ほどのＬさん、Ｏさんの農地の対応を検

討することとなります。

また、④新規参入支援活動。こちらについては、現在就農を考えている女性から相談が入

っていますので、その対応をしていくこととなります。

また、⑤その他として、六次産業グループとし、和光市の農産物をもっと六次産業化でき

るように検討したり、和光ブランドに農産物を取り入れる活動等が想定されます。来月以降

の総会において、委員の皆さんに具体的に活動していただく取り組み内容を決めていただき

たいと考えておりますので、今回はこの４つのテーマでよいかのご検討をお願いいたします。

ちなみに、今説明した内容につきましては、スライドに４つ示してありますので、ご覧い

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。委員個人としての活動テーマを決めたい

ということですが、基本的にはグループでやっていきたいと思いますので、②の担い手への

農地集積・集約化活動、③遊休農地発生防止・解消活動、④新規参入支援活動、⑤六次産業

グループということで、このグループ分けというか、４つのグループで活動を進めていきた

いということですが、皆様、ご意見ありましたらお願いいたします。

では、この４つを中心に活動を進めていきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしければ、細かいことについてはこの先で決めていきますが、このテーマで

進めていきますので、よろしくお願いします。

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

④農業者年金加入推進部長の推薦について

○石田議長 では、続きまして、協議事項④農業者年金加入推進部長の推薦について、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農業者年金加入推進部長の推薦について説明いたします。

資料④をご覧ください。
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こちらは、埼玉県農業会議から依頼があったものになりますが、農業者年金加入推進部長

の推薦依頼が来ております。

加入推進部長については、農業委員、ＪＡ役員等の中から指導的な役割を果たす者の推薦

を行うこととされていますが、これまで和光市では加入推進部長の推薦は行ってきませんで

した。現在和光市では、農業者年金加入者はおらず、受給者が１名いるのみとなっておりま

すが、加入推進部長は農業者年金活動計画の実施に当たって、助言・協力を行うとともに、

加入対象者の把握・絞り込み、認定農業者や女性農業者の参加する各種会合での働きかけ、

地区別加入推進班による戸別訪問の実施における指導的な活動を行うものとされています。

農業者年金加入推進部長の推薦についてご協議ください。

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、農業者年金加入推進部長を推薦してく

ださいということでしたが、どなたかやってくださる方はいらっしゃいますか。立候補をよ

ろしくお願いいたします。

（発言する者なし）

○石田議長 では、立候補者はいないようなので、今回は私がやるという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、私が農業者年金加入推進部長を引き受けさせていただきますので、皆様、

よろしくお願いします。

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

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その他は特にございません。

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

◎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、５条の届出が10
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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 ありがとうございます。

ただいま写真等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。

（「異議なし」の声あり）

○石田議長 なければ、会長専決は以上といたします。

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

②農業委員会視察研修について

○石田議長 続きまして、諸報告②農業委員会視察研修について、事務局より説明をお願いい

たします。

○事務局（野口） 諸報告②農業委員会視察研修について説明いたします。

資料５をご覧ください。

スケジュール等につきましては、現在、十日町市と調整中のため一部変更がある可能性も

ございますが、基本的にはこのような流れに従って視察研修を進めてまいりたいと考えてお

ります。

まず、１日目の23日月曜日は、８時15分に集合し、８時半頃市役所を出発します。途中高

速で休憩をとりまして、お昼頃には十日町に到着予定です。

十日町市に着きましたら、まずクロステンという道の駅に併設されているユキマツリとい

うお店でお昼をとっていただきます。

その後、十日町市農業委員会事務局の本局がございます中里支所というところまで参りま

す。午後２時頃からそちらで十日町の農業について、十日町市農業委員会事務局から説明い

ただくとともに、農業委員さんとの懇談会を１時間から１時間半程度予定しております。懇

談会につきましては、農業委員会会長のほかに今回宿泊する松之山温泉のある松之山集落の

農業委員さんもご出席いただける予定となっております。

研修が終わりましたら、夕方４時頃をめどに宿泊施設のある松之山にある黒倉集落という

ところまで行きまして、そこでホーリーバジルという花を生産し、それをハーブティーに加

工、販売している嶋村さんという方から六次産業化の研修を受けたいと思います。

嶋村さんの研修が終わりましたら、松之山温泉にある野本旅館に行きまして、夕方６時頃

から宴会をスタートさせたいと思います。宴会には懇談会にご出席いただく予定の十日町市

農業委員会の会長や農業委員さんにも数名ご出席いただけそうだとのことです。
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農業委員の皆さんには申し訳ありませんが、諸経費としておよそ5,000円程度のご負担を

お願いいたします。

続きまして、２日目の24日火曜日ですが、朝８時半過ぎに野本旅館を出発しまして、まつ

だいという駅に草間彌生の作品がございますので、そちらをご覧いただけたらと思っており

ます。時間が取れそうであれば、その前に美人林という場所がありますので、そちらに行っ

ていただいたり、その他の芸術作品も少しご鑑賞いただければと考えております。

その後、午前10時頃からそばの郷abuzakaというところで六次産業化の研修を受けていた

だきます。こちらは2017年３月にオープンした農家レストランで、自社栽培のそば粉を使っ

たへぎそばや地元でとれた野菜や山菜をビュッフェ形式で提供しているお店になります。研

修が終わって、11時頃からこちらでお昼をとっていただきます。

昼食後に道の駅クロステンまで行きまして、お土産等を買う時間を設けまして、午後１時

頃十日町市を出発し、夕方５時には市役所に到着する予定となっております。

なお、今回の研修には、農業委員６名のほかに都市農業推進協議会から計５名ご参加いた

だく予定となっております。

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。

７月23日月曜日８時15分和光市役所集合、８時30分に和光市役所を出発ということですの

で、参加いただく皆様についてはよろしくお願いします。

何か質問がありましたら。

よろしいでしょうか。

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

③その他 その１

○石田議長 では、次にいきます。続きまして、諸報告③その他、事務局より説明をお願いい

たします。

○事務局（野口） 農業委員会の活動報告になります。

５月、６月分の活動の共通事項につきましては、今スライドで示しておりますが、５月30

日の農業委員会５月総会と、６月12日及び13日に実施した農地利用状況調査等をご記入くだ

さい。個別に現況確認をされた場合や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。

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、５月、６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。

今月の活動報告から出席された会議の内容について、言えることがございましたら、具体

的にこんなことをやりましたということを、ご報告いただきます。

それでは、私から進めさせていただきます。

５月31日、和光市議会６月定例会の開会日に出席いたしました。

６月６日、和光農産物直売センター出荷協議会の総会に参加しました。

６月19日、市議会の閉会日に出席しました。

６月22日、和光市都市農業推進協議会の総会に出席しました。

６月26日は６月総会の打ち合わせを市役所で行いました。

以上です。

では、続きまして、３番、田中明委員、お願いいたします。

○田中委員 １点、６月26日、先般ですけれども、下新倉の六丁目＊＊周辺で不法投棄物、こ

れは農業委員会の事務局にお電話させていただいて、清掃センターに届けさせていただきま

した。あわせて、向こうから預かってきたやつです。自転車２台、椅子２脚、それから旅行

キャリーバッグというの、ガラガラ、よく私なんか旅行のガラガラと言っちゃうから分から

ないんだけれども、それが２件。その中にプリンター１台、ペットボトルのジュースの腐っ

たやつが10本ぐらい。全部あけて、届けさせていただきました。

○石田議長 では、続きまして、４番、新坂委員、お願いいたします。

○新坂委員 ５月31日、市民まつり実行委員会に出席してきました。こちらは、会場の運営を

担当する会場部会と広報部会という２つの部会に分かれるんですが、私は広報部会、宣伝の

部会を担当することになりました。

続きまして、６月12日、市民まつり実行委員会事務局に書類を提出してきました。こちら

の書類は、まつりに参加する各団体の代表者の指名及び連絡先の提出を求められましたので、

共進会の会長の石田会長にご記入いただき、事務局に提出してきました。

続きまして、６月13日、市民まつり実行委員会広報部会に出席してきました。会議の内容

としては、１番、市民まつりのＰＲ方法について、２番、ＰＲイベントについて、３番、ま

つりのポスターについて、話し合ってきました。

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。
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○大熊委員 共通事項以外ございません。

○石田議長 続きまして、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 続きまして、７番、北嶋委員、お願いいたします。

○北嶋委員 ６月４日と６月21日に和光市総合振興計画の審議会がございまして、そちらに出

席しました。

あと、６月22日、和光市都市農業推進協議会の総会に出席しました。

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 共通事項以外には、５月31日、納税猶予に係る特例農地の現況を確認してまいり

ました。これは２件ありまして、２件とも作付がしっかりされて、農地としてしっかり適正

にされていました。

もう１件は、埋め立て申請による現地の確認を行いました。

また、埋め立てを行うための土もきれいな土であるということを確認してまいりました。

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 共通事項以外に、６月13日の状況調査の翌日ですか、Ｐさんの農地に奥さ

んがいらっしゃったんで、草の状況と話をしたところ、日曜日に草刈りをいたしますと約束

してくれたので、６月17日の日曜日、夕方ですけれども、草刈りの現地確認をいたしました。

きれいになっていました。

それと、先ほど申し上げた６月21日、Ｉ氏と現地利用の確認をしたところ、売却済みとい

う話をされていたということで、以上です。

○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 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 共通事項のみです。

○石田議長 はい、ありがとうございました。

では、委員の皆様からの報告は以上といたします。

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

③その他 その２
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○石田議長 では、諸報告③その他について、事務局からございますか。

○事務局（野口） その他、６点ございます。

１点目は、先日ご協力いただきました緑の募金につきまして、埼玉県農業会議へ提出させ

ていただきましたことをご報告いたします。

２点目は、７月号の「農家だより」です。

本日配付しました資料等をご覧ください。

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。特に問題ないよう

でしたら、この内容で配付いたします。

また、来月号に掲載した方が良い内容がありましたら、７月11日までに事務局までご連絡

ください。

３点目は、７月の各委員の会議等の予定ですが、７月12日に新座市役所にて、朝霞地区農

業委員会連絡協議会が開催されます。こちらは石田会長と事務局長が出席予定です。

また、７月18日に和光市役所にて、第２回和光市都市農業振興計画策定委員会が開催され

ます。こちらは石田会長と冨岡代理と山﨑とよ子委員が出席予定です。

なお、和光市の都市農業について、8.1調査に合わせて農家の皆様にアンケートを実施し

ます。このアンケートに入れた方が良い項目等ありましたら、７月11日までに事務局までご

連絡ください。

また、７月５日に第２回和光市民まつり実行委員会が開催されます。こちらは新坂委員が

出席予定です。

○事務局（渡辺） ４点目につきましては、３月の総会でご報告申し上げましたが、和光市議

会３月定例会におきまして、和光ブランド、こちらが13品目認定されていることにつきまし

て、ご説明させていただきました。こちらの具体的な内容について、この場をおかりしまし

てご説明させていただきます。

本日お配りいたしましたカラー刷りの資料、こちらをご覧ください。

こちらに現在認定されております和光ブランドの品目をお示ししております。和光ブラン

ドにつきましては、和光市産業振興計画に基づきまして位置づけております地域ブランドの

創出という施策に基づき、平成24年度から取り組んでいる事業となります。和光市の風土、

歴史、素材を活用いたしましたアイデアあふれる商品を和光が誇る商品として、和光ブラン

ドとして認定しているものになります。市内で生産、製造されました一次産品ですとか加工

品等を対象としておりまして、和光市らしさ、独自性、優位性等の５つの認定基準により認
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定を行っているものであります。

こちらの資料にお示ししてありますとおり、今現在の和光ブランドの認定数は13品目とな

っております。内訳としましては、加工品が７品目、一次産品が４品目、工業製品及び工業

技術が１品目、居酒屋メニューが１品目となっております。このうち、市内農産物につきま

しては、一次産品としていちご、バラ、ぶどう、梨、こちらの４品目が認定されていること

に合わせまして、和光産の農産物を使用した加工品がお味噌のおかげ、和光サブレ、ブルー

ベリージャム、満腹餃子の５品目となっております。

一次産品と合わせまして、９品目が和光の農産物の使用したものということで、認定をさ

せていただいております。現在、わこ産わこ消の推進の目的からも、和光産農産物を使用い

たしました新たな加工品などを開発いたしまして、和光ブランドとして位置づけていくこと

に注力していきたいと考えておるところです。先ほどの１・１・１運動にも六次産業の取組

として位置づけさせていただきたいということで申し上げましたが、ぜひこちら農業委員と

しての活動として、新たな加工品の開発につきましても取り組んでいただけますようお願い

を申し上げるところです。

次に、諸報告、その他の５点目といたしまして、新規就農の希望者の相談の続報というこ

とになります。

去る４月の総会でもご報告いたしましたが、埼玉県農業大学校の卒業生の方から和光市で

の就農について、事務局へ電話連絡での相談がございました。この際には、和光市における

営農環境、また、農地確保の状況等についてのご相談でしたが、事務局から現状をお伝えし

た上で、農業委員会としても相談をお受けしていきたい旨をお伝えしております。その後、

実はこの相談者の方が市役所を来庁されまして、事務局職員と面談をいたしました。具体的

内容を伺いましたので、改めて報告させていただきます。

こちらの方、平成25年に県の農業大学校を卒業されまして、現在は農産物等の物流販売を

手掛けている事業所に勤められているということです。ご本人が希望されている営農類型と

しましては、露地野菜経営を希望されており、まずは小さな規模での農地の確保ということ

でのお考えです。形態としましては、自ら農産物を生産することに合わせまして、自ら作っ

た農産物と、また、他の農業者の方が生産した農産物の販路の確保ですとか、販売について

も手掛けていきたいといったようなご意向をお持ちでした。この方のご実家は埼玉県内の他

市になりますが、現在そちらでも農地確保についての情報の収集に努められている状況のよ

うです。先ほどの１・１・１運動にも新規就農の取組についてお示しさせていただいており
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ますが、新規就農の課題につきまして、一度農業委員の皆様による相談を受ける場を設けま

して、和光市農業委員会としてどのような支援ができるかということをお伝えし、お話しす

ることで、新規就農者の方のニーズの把握と農地確保の面、営農技術の面、また機械等の確

保の面といった支援の内容について、専門の農業委員の皆様からのご意見を頂戴いたしまし

て、その支援内容について模索しまして、就農希望者の就農に向けた門戸を広げることが重

要であると考えております。

このようなことから、農業委員会の活動として、新規就農支援のところを位置づけていた

だき、ぜひご協力をお願いしたいと思います。

５点目は以上でございます。

○事務局（野口） 最後、６点目につきましては、農協さんとの合同の暑気払いが予定されて

おります。日程が７月27日の金曜日６時からを予定しております。場所についてはまだ未定

ですが、駅前を考えているとのことです。ご予定をあけてくださいますようお願いいたしま

す。

報告は以上です。

○石田議長 ありがとうございました。

皆様からは何かご質問等ございますか。

（発言する者なし）

○石田議長 よろしいでしょうか。

それでは、なければ、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６月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１０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


