
平成３０年和光市農業委員会５月総会会議録

和光市農業委員会



－1－

平成３０年和光市農業委員会５月総会日程

平成３０年５月３０日（水曜日）午後２時００分開会

日程第１ 開 会

日程第２ 開 議

日程第３ 議事録署名委員の指名 ２番 冨澤 登君 ４番 新坂 篤司君

日程第４ 提出議案 議案第１４号 農地法第５条許可申請について

議案第１５号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認に

ついて

議案第１６号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認に

ついて

日程第５ 協議事項 ①平成３０年和光市農業委員会６月総会の日程について

②平成３１年度県農林関係税制改正に関する要望について

③農地利用最適化推進施策に関する意見について

④農地利用状況調査の実施体制について

⑤その他

日程第６ 諸報告 ①会長専決について

②その他

日程第７ 閉 会 午後２時５０分
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出席委員（１０名）

１番 石 田 秀 樹 君 ２番 冨 澤 登 君

４番 新 坂 篤 司 君 ５番 大 熊 勲 君

６番 山 﨑 とよ子 君 ７番 北 嶋 美栄子 君

８番 加 藤 政 利 君 ９番 山 﨑 孝 明 君

１０番 鳥 井 俊 之 君 １１番 冨 岡 正 浩 君

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

欠席委員（１名）

３番 田 中 明 君

──────────────────────────────────────────
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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５月総会を開催いたしま

す。

それでは、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、改めましてこんにちは。

梅雨時、もうすぐ梅雨に入りそうですが、お忙しい中、本日も会議に出席いただきありが

とうございます。本日も慎重かつスムーズな議事運営を努めてまいりますので、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５月総会を始めます。

本日、３番、田中委員から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、２番、冨澤登委員、４番、新坂篤司委員を指名い

たします。

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

◎提出議案

議案第１４号 農地法第５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14号 農地法第５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） それでは、説明に移ります。

本案件は、市街化調整区域内の農地を権利の設定を受ける者の資金で、農地以外のものに

転用するための申請です。
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申請地の利用計画について説明いたします。

現在、申請地の西側敷地を駐車場として利用しており、今回はその駐車場を拡張するため

の申請となります。申請地の東側にも道路はありますが、工事完了後についても出入口は現

在利用している駐車場の出入口を使う予定とのことです。申請地は全体をアスファルト舗装

にします。

周囲については北側隣地境界にブロック３段積みと1.2メートルのメッシュフェンスを設

置予定です。

使用予定業者であるＡ株式会社は、貨物自動車運送事業を主たる業務とし、本店所在地は、

東京都板橋区徳丸＊丁目＊＊番＊号となります。

現在、申請地の西側敷地である新倉＊丁目＊＊＊＊番＊、＊＊＊＊番＊、＊＊＊＊番＊・

＊、＊＊＊＊番＊にトラック２トン12台を駐車し、下新倉＊－＊＊－＊に４トントラック30

台、２トントラック３台を、下新倉＊－＊＊－＊に４トントラック10台を駐車していますが、

今回、申請地に新たにトラック５台を増車予定とのことです。

続きまして、許可要件との整合性ですが、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、融資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を拡張する形で２トントラック

５台を申請地に駐車予定であり、計画面積は妥当と思われます。

周辺農地については、北側のみ農地と隣接しておりますが、所有者は譲渡人のＢさんで

あるため、同意書は不要であり、提出されていません。

計画から発生する被害防除についてですが、誓約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。

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また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。

なお、現在駐車場として利用している申請地の西側敷地ですが、先日、現地調査でご確認

いただきましたとおり、簡易トイレと物置が設置されており、他法令違反の状況となってし

まっております。今回の申請地には違反建築物を置かない旨の確約書を提出していますが、
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申請を機に、現状の違反についても是正するよう事務局から指導しておりますことを申し添

えいたします。月曜日に代理人が窓口まで来まして確認したのですが、総会の日までの撤去

は難しいとの回答を得ております。なお、昨日現場を確認しましたが、撤去はまだされてい

ませんでした。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

これから参考人の方に入ってもらって転用の経緯について説明をいただきますが、皆さん、

よろしいでしょうか。

では、事務局、お声がけをお願いいたします。

（参考人入室）

○石田議長 では、ご紹介いたします。譲受人、Ａ株式会社、譲渡人、Ｂさんの代理人といた

しましてＣさんに、譲受人、Ａ株式会社会長のＤさんにお越しいただきました。

Ｃさん、Ｄさん、本日はお忙しいところご苦労さまです。

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、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、委員からの質問があればそれに答えていただく形となっております。

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受けてから発言するようにしてください。

それでは、Ｃさん、説明をよろしくお願いします。

○参考人（Ｃ） 申請者代理人、Ｃと申します。よろしくお願いします。

今回、農地転用するに至った経緯といたしましては、申請地隣地にて運送業を従業員12名

で開業しましたが、顧客の増加により配送が遅くなる事態が起こってしまい、５名を増員い

たしました。既存の車両を交互に使っているのですが、効率が非常に悪く、根本から解決す

るに至りませんでした。この状況を解決するために新しい駐車場を設置することと考え、申

請地所有者のＢ様が会長の古くからの知り合いということもあり、相談したところ、耕作し

ていないという土地でありましたので、快く了承をいただけました。

以上が経緯になります。

○石田議長 利用形態の説明もお願いします。

○参考人（Ｃ） 利用形態としましては、現在、申請地の隣地で既に営業は行っておりまして、

そこではアスファルト舗装で周りをブロック地上３段、地下２段で囲っております。
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今回も許可申請がおりた際には、同様の工事を行わせていただきます。

○石田議長 よろしいですか。

○参考人（Ｃ） はい。

○石田議長 ありがとうございます。

ただいま参考人から農地転用の概要等について説明をいただきましたが、委員の皆様から

何か質問はありますでしょうか。質問のある方は挙手をお願いいたします。

11番、冨岡委員。

○冨岡委員 駐車場の造成後にプレハブやトイレなどを設置をすることはありませんでしょう

か。

○石田議長 Ｃさん。

○参考人（Ｃ） 現在、トレーラーハウスが置いてあります。トレーラーハウスに関しては法

的には不問となっておると思うんですけれども、その脇に今、仮設トイレと物置はございま

す。こちらに関しては本日までに移設をしたかったんですが、置場の関係でやっとＢ様の協

力を得まして、場所の確保はできました。ただ、ちょっと業者がつかまらなかったために本

日までには移設ができなかったので、こちらは移設する予定となっております。

○石田議長 11番、冨岡委員。

○冨岡委員 今、説明を受けましたけれども、私たちが現地調査を行ったとき、また昨日事務

局が現地調査をしに行ったときには今言われたとおりトイレ、そして倉庫がまだ置いてある

というような形なので、それについて今聞いたとおり撤去されるということでよろしいんで

しょうか。

○石田議長 Ｃさん。

○参考人（Ｃ） ご存じの方いらっしゃるかもしれませんが、Ｂ様が所有していたＥというラ

ーメン屋さんの横、そこに空き地がありますので、そこを使っていいよというお話をいただ

きました。なので、そちらへの移設を手配しております。

○石田議長 その他ありますでしょうか。

８番、加藤委員。

○加藤委員 申請地の北側はブロックでたしか３段積みで土どめということですけれども、東

側にはブロック、フェンスとかそういうのは設ける予定は無いんでしょうか。

○石田議長 Ｃさん。

○参考人（Ｃ） 今おっしゃったのは東側のところに関してですか。
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○石田議長 ８番、加藤委員。

○加藤委員 そうです。

○石田議長 Ｃさん。

○参考人（Ｃ） 東側のところに関してはブロックやフェンスは設置する予定はありません。

○石田議長 ８番、加藤委員。

○加藤委員 それでは、東側の砂利の道路になっていると思うんですけれども、そこのところ

には土砂等の流出等への対策はいかがでしょうか。

○石田議長 Ｃさん。

○参考人（Ｃ） こちらもきちんとおさまるように工事を行うように話はしているところです。

○石田議長 ８番、加藤委員。

○加藤委員 それでは、周りに迷惑かけないようにしっかりとした工事を行っていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。

以上です。

○石田議長 その他ご質問ありますか。

５番、大熊委員。

○大熊委員 既存の駐車場の西側の出入口を使うようですが、今回申請の南側は朝７時半から

８時半までスクールゾーンでございますので、通勤の時間帯には特に児童生徒の安全を確保

していただきますように、車両の通行を十分気をつけていただきますようにご配慮お願いし

たいと思いますが、どうでしょうか。

○石田議長 Ｄさん。

○参考人（Ｄ） 分かりました。

○石田議長 ５番、大熊委員。

○大熊委員 では、よろしくお願いします。

○石田議長 その他ご質問ある方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 それでは、質問が無いようですので、本日はＣさん、Ｄさん、大変ありがとうご

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、皆様、何かありますでしょうか。
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（発言する者なし）

○石田議長 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、この議案は許可相当といたします。

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

議案第１５号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について

○石田議長 続きまして、議案第15号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認

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、朝霞税務署から相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況

について照会があり、これに対して回答するものです。

こちらは農業経営から20年が経過することに伴い、納税猶予を免除することに対して問題

が無いかどうかの確認を農業委員会に対して求めるもので、問題が無いと回答した場合には

回答後に税務署での手続を経て、納税猶予が免除されることとなります。

農地の現在の状況につきましては、５月17日に石田会長にご同行いただいて確認してまい

りました。

土地の管理状況は今スクリーンにお写しいたします。

相続税の納税義務に係る特例農地等の利用状況について、問題が無い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。

今、写真が映し出されていますので、ご覧ください。

両地とも現地を事務局と私で現地確認してきました。両方ともきれいに耕作されて、何の

問題が無い状況でしたということをご報告いたします。

では、この議案につきましてご意見、ご質問があったらお願いいたします。よろしいでし

ょうか。

（「なし」の声あり）
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○石田議長 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。

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

議案第１６号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について

○石田議長 続きまして、議案第16号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認

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） 本案件も議案第15号同様、朝霞税務署からの相続税の納税猶予に係る特例

農地等の利用状況についての照会に対して回答するものです。

農地の現況につきましては、５月21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。

土地の管理状況は今、スクリーンにお写しいたします。

相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況について、問題が無い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おりますが、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、９番、山﨑孝明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 先日、事務局と一緒に現地を調査した結果、大変よく耕作されて、よく管

理されていると確認を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。

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。よろしいでしょ

うか。

（発言する者なし）

○石田議長 それでは、採決に移ります。
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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６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６月総会の日程につきまして、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①の６月の農業委員会総会の日程についてですが、６月28日木曜

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

しくお願いします。

また、その次の７月の総会については、７月30日の月曜日と31日の火曜日を候補日として

おります。予定の調整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。

６月28日の２時からということですが、皆様のご都合はいかがでしょうか。都合が悪いと

いう方がいらっしゃいましたら、ご意見をお願いします。

８番、加藤委員。

○加藤委員 終了時間はどのくらいを見込んでいますか。

○石田議長 事務局。

○事務局（野口） １時間から１時間半を予定しております。

○加藤委員 分かりました。

○石田議長 では、その他ご都合はいかがでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、加藤委員、この日程でよろしいですか。

○加藤委員 はい。その後の部分はちょっと調整できると思いますので。

○石田議長 議案が多くなければ、多分早目に終わると思います。

○加藤委員 分かりました。
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○石田議長 よろしくお願いします。

では、皆さん、６月28日木曜日午後２時から庁議室ということでよろしいでしょうか。よ

ろしくお願いします。

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

②平成３１年度県農林関係税制改正に関する要望について

○石田議長 では、続きまして、協議事項②平成31年度県農林関係税制改正に関する要望につ

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31年度県農林関係税制改正に関する要望について説明い

たします。

議案書に同封いたしました資料１をご覧ください。

なお、こちらにつきましては前回のときには今後は策定部会で作成することになっており

ましたが、今回は県からの通知も遅く、次回の総会では提出期限が間に合わないため、事務

局で案を作成いたしました。

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、平成31年度税制改正につい

て、各農業委員会から上げられた要望を農業会議で取りまとめ、９月実施予定の全国農業会

議会長会議で要望事項を決定の上、毎年秋に実施されている自民党税制調査会で要望を実施

する予定となっております。

14ページをご覧ください。

事務局案を読み上げさせていただきますので、お聞きいただいて、加筆修正の必要があれ

ばご意見をお願いします。

では、読み上げます。

要望内容。生産緑地地区の農地を貸し付けた場合の相続税納税猶予の継続。

税目・関係条文。租税特別措置法。

要望理由・背景等。生産緑地地区指定から30年を経過することに伴い、都市化が進展して

いる当市における農地減少を防ぐため。

期待される効果。都市部に残存する農地の保全。

以上、事務局案を読み上げましたが、要望について加筆修正の必要があればご意見をいた

だき、ご協議をお願いいたします。

説明は以上です。

○石田議長 ただいま事務局より説明がありましたが、皆様からご意見等ございますでしょう
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か。よろしいですか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、ご意見が無いようですので、事務局から説明のあった内容を農業委員会の

要望として埼玉県農業会議に提出いたします。

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

③農地利用最適化推進施策に関する意見について

○石田議長 続きまして、協議事項③農地利用最適化推進施策に関する意見について、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施策に関する意見について説明いたしま

す。

資料２をご覧ください。

こちらも埼玉県農業会議から依頼があったものになりますが、平成31年度農地利用の最適

化に関する意見について、農業会議が各農業委員会からの意見を取りまとめ、８月に常設審

議委員会の審議を経た上で９月に知事説明会を開催する予定となっております。

４ページをご覧ください。

先ほど同様、事務局案を読み上げさせていただきますので、お聞きいただいて、加筆修正

の必要があればご意見をお願いします。

１つ目は、農地の有効利用の推進のための支援についてです。

①農業委員会が主体的に活動すべき事項

農業委員の遊休農地解消活動には様々なケースの相談があり、対応を悩ませている。農業

委員に対する個別案件毎の相談支援体制の確立を求めたい。

②新規施策や施策の充実強化等

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に基づき実施される利用権設定等促進事

業により利用権設定を行う場合、その対象は農業振興地域や市街化調整区域に限られている

が、その対象を市街化区域まで拡大するよう法整備等を求めたい。

続きまして、５ページです。

２つ目は、担い手の育成・確保、新規参入などの支援及び経営改善支援についてです。

①農業委員会が主体的に活動すべき事項

後継者がいない農業者の農業経営を、所有権の移転を伴わずに他の担い手に継承するため

に必要なルール作りや支援を求める。
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②新規施策や施策の充実強化等

近年、都市農業としての役割が求められているものの、農地転用等により農地は減少し続

けており、安定して継続していくことは厳しい状況となっている。技術指導や経営相談等含

めて、担い手育成のための包括的な環境整備及び具体的な制度支援を求めたい。

６ページをご覧ください。

３つ目は、その他農業振興のための支援についてです。

①農業委員会が主体的に活動すべき事項

農業委員が実施する市民や学校教育の場における農業体験等、農業振興に関する事業に対

して幅広く交付金措置を求めたい。

②都市農業振興基本法に基づく支援施策の実施

これまで農業関連支援については農業振興地域等に重点が置かれてきたが、都市農業振興

基本法の趣旨に即し、都市農業地域に対する都市農業としての多面的な機能を果たすための

様々な支援措置を求めたい。具体的には、農地の環境保全のための交付金や市民の収穫体験

ができる観光農園事業等の開始・拡充に対する支援、農産物の販路拡大に関する相談支援な

ど。

以上、事務局案を読み上げましたが、要望について加筆修正の必要があればご意見をいた

だき、ご協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。

ただいま事務局から説明がありましたが、皆様からご意見、ご質問等ございますでしょう

か。よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 特にご意見が無いようですので、こちらも事務局からの説明のあった内容を農業

委員会の要望として埼玉県農業会議に提出いたします。

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

④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④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④の農地利用状況調査の実施体制について説明いたします。

本日配付した資料３をご覧ください。
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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月に実施する今年度第１回

目の調査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、昨年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、下新倉・白子・南・中央エリアは石田会長、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、新倉・丸山台エリアは冨岡代理、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。

ご協力いただく本調査は６月12日火曜日、13日水曜日の２日間で実施し、14日木曜を雨が

降った場合等の予備日として考えております。

以上、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。

利用状況調査ということで今事務局から説明がありましたが、６月12日火曜日、13日水曜

日で実施したいということですが、１班、２班の班分け等も提示されていますが、この日、

都合が悪いという方がいらっしゃいましたら日程について協議します。

６番、山﨑とよ子委員。

○山﨑（と）委員 ６月12日は１日中ちょっと入っておりまして、14日にもしなったときには

通常総会の予定が入っています。

○石田議長 では、13日であれば大丈夫ということですか。

○山﨑（と）委員 はい、私は大丈夫です。

○石田議長 では、２班は13日ということでよろしいでしょうか。

（「大丈夫です」の声あり）

○石田議長 では、２班、13日午後で大丈夫ですか、皆さん。１時半に市役所集合ということ

でよろしいでしょうか。

したがいまして、１班は12日の１時半、市役所集合ということで皆さんよろしいでしょう

か。
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（発言する者なし）

○石田議長 では、１班につきましては12日火曜日午後１時半に市役所駐車場に集合、２班に

つきましては13日水曜日午後１時半に市役所駐車場に集合ということでよろしくお願いしま

す。

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

⑤その他

○石田議長 では、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。

以上です。

○石田議長 分かりました。

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

◎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） 諸報告の①の会長専決についてですが、今月の会長専決は、３条の届出が

２件、５条の届出が８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 ありがとうございます。

写真等の確認を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。よろ

しいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 なければ、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、事務局ありますでしょうか。

○事務局（野口） 農業委員会委員の活動報告になります。

４月、５月分の活動の共通事項としまして、４月26日の「農業委員会４月総会」と５月25

日に実施した許可申請案件の農地現況確認とご記入ください。
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個別に現況確認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。

なお、今まで活動報告を皆さんから日時と会議名を報告していただいたんですが、今度、

農業関係の会に関わるようなものに出ましたら、その会議の中で主にこういう議題がありま

した、こういう議論がありましたというのを簡単で構いませんので、ご報告いただければ皆

さんの中でより深く情報共有できると思いますので、次回の会議からご報告のときにはこの

会議ではこういう話がありましたと一言つけ加えてご報告いただければと存じます。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

では、４月、５月分の活動報告につきまして、委員の皆様に順番に報告していただきます。

では、私から進めます。

今、事務局で説明されたように来月からということですが、私は、事前の協議でそういう

話を聞きましたので、簡単に今月ですが、例題のように報告させていただきます。

まず、５月７日、会長専決。

５月８日に認定農業者についての相談を受けました。

５月16日、会長専決をしました。

そして、５月17日、平成30年度朝霞地区農業委員会連絡協議会の総会がありました。議案

につきましては、収支決算の報告と事業報告並びに事業計画案等、収支の予算案につきまし

て、また30年の負担金、役員選出につきまして協議をいたしました。

５月18日、平成30年度北足立農業委員会連絡協議会通常総会に出席いたしました。まず、

理事会で総会につきましての打ち合わせ、その後、通常総会ということで14時30分より事業

報告そして事業計画についての総会をいたしました。その後、研修会ということで意見交換

会がありまして、農地利用最適化推進委員の役割について、女性委員と青年委員の登用につ

いて、農地利用最適化交付金の支給について、女性協議会会費についてということについて

意見交換をいたしました。

５月28日に会議進行についての打ち合わせをしました。

私からは以上です。

では、２番、冨澤登委員、お願いいたします。

○冨澤委員 ５月１日、農地の現況確認を職員と２人で行きました。

あと、26日、支部長全体会議に出席しました。

○石田議長 では、４番、新坂篤司委員、お願いいたします。
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○新坂委員 ５月28日に個別で農地現況確認に行きました。

以上です。

○石田議長 ５番、大熊勲委員、お願いいたします。

○大熊委員 共通事項以外ありません。

○石田議長 では、６番、山﨑とよ子委員、お願いします。

○山﨑（と）委員 ５月16日、第１回和光市都市農業振興計画策定委員会に出席いたしました。

○石田議長 では、７番、北嶋美栄子委員、お願いいたします。

○北嶋委員 ５月15日火曜日10時から和光市総合振興計画審議会の委員を引き継ぐに当たって

の事前の説明を和光市役所政策課にて受け、５月24日１時半から振興計画審議会に出席いた

しました。

以上です。

○石田議長 では、８番、加藤政利委員、よろしくお願いいたします。

○加藤委員 共通事項以外には５月10日、和光市担い手育成総合支援協議会に出席をいたしま

した。これは午後２時からです。

以上です。

○石田議長 では、９番、山﨑孝明委員、よろしくお願いします。

○山﨑（孝）委員 ５月21日、事務局と一緒に農地現況確認をしてきました。

あとは共通事項です。

以上です。

○石田議長 10番、鳥井俊之委員、よろしくお願いします。

○鳥井委員 共通事項以外には５月29日に農地の現況確認をしました。

以上です。

○石田議長 11番、冨岡正浩委員、よろしくお願いします。

○冨岡委員 ５月10日に担い手育成総合支援協議会の総会に参加いたしました。

16日に第１回都市農業振興計画策定委員会、17日に朝霞地区農業委員会連絡協議会の総会

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す。

では、委員の皆様から毎月の活動報告をしていただいていますが、来月からは会議等によ

って具体的な内容についてもう少し報告がいただければと思いますので、ぜひともよろしく
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お願いします。また、その会議がどういう会議だったかということをご報告していただける

とありがたいので、よろしくお願いいたします。

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

②その他 その２

○石田議長 他になければ、次に進みます。

諸報告②その他、事務局からよろしくお願いいたします。

○事務局（野口） その他５点ございます。

１点目は、本日配付しました資料４をご覧ください。

埼玉県農業会議から平成30年緑の募金運動の協力依頼が来ておりますので、委員の皆様に

ぜひご協力をお願いいたします。

ただいまから封筒を回しますので、ご協力いただける方はお金を封筒に入れていただき、

緑の羽をとって回していただければと思います。

２点目は、６月号の「農家だより」です。

本日配付しました資料５をご覧ください。

修正や何か追記した方が良い点などありましたら、ご指摘のほどよろしくお願いいたしま

す。特に問題が無いようであれば、この内容で配布いたします。

また、来月号７月号に掲載した方が良い内容等ありましたら、６月11日まで事務局までご

連絡いただければと存じます。

３点目は、埼玉県農業会議主催の農地利用最適化活動活性化研修会のお知らせです。

お配りした資料６をご覧ください。

こちらは毎年行われている全農業委員会を対象とした研修会で、上から２つ目のところに

なりますが、今年は８月30日木曜日の午後１時から開催されますので、ご予定を入れておい

ていただければと思います。

続きまして、４点目は、５月22日に駅前の軽トラ市で東京メトロのコマーシャルの撮影が

ありました。軽トラ市で野菜を売るシーンとなり、和光市農産物庭先販売組合の皆さんが売

り子となりました。和光市の農業をＰＲするよいきっかけになると思います。いつから放送

されるかはまだ未定ですが、分かり次第ご報告します。

５点目は、７月23日、24日の農業委員会の視察の件ですが、参加人数が少ないため関係団

体に声をかけるというお話になっていましたが、和光市都市農業推進協議会委員に声がけを

させていただきます。総会が６月22日にありますので、そこで連絡させていただきます。
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報告は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

では、皆様から報告その他、また全般を通して何か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。

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

◎閉会

○石田議長 それでは、本日の議事は以上となります。

本日も慎重な審議にご協力いただき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５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


