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開会 午前 ９時３０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。

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４月総会を開会いたしま

す。

５月１日からクールビズということで、職員におきましてもカジュアルな服装で執務を行

ってまいりますので、どうぞご理解をいただきますようによろしくお願いいたします。

それでは、この後、会長、どうぞよろしくお願いいたします。

○石田会長 皆様、改めましておはようございます。

４月になって大分暖かくというよりは暑いぐらいの感じになってきましたが、本日は新年

度最初の総会ということで、事務局も新体制となりました。慎重かつスムーズな議事運営に

努めてまいりますので、引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。

それでは、平成30年和光市農業委員会４月総会を始めます。

本日の出席委員は11人中11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、10番、鳥井俊之委員、11番、冨岡正浩委員を指名

いたします。

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

◎提出議案

議案第７号 農地法第４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７号 農地法第４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） 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。

申請地は、西側に6.5メートルの開口部を設けます。場内全体を掘削し、30センチの厚さ

で砕石を敷き、転圧します。また、出入口付近についてはコンクリート舗装で仕上げます。

周囲については、北側隣地境界にはブロック３段積みと１メートルのメッシュフェンスを、

南側隣地境界にはブロック２段積みと１メートルのメッシュフェンスを、東側境界にはブロ

ック１段積みとメッシュフェンス１メートルを、西側との境界には既存ブロックとメッシュ

フェンス１メートルを設置予定です。

使用予定者である株式会社Ａは、建設機械のリース・売買・修理、中古建設機械の売買を

主たる業務とし、本店所在地は埼玉県川口市里＊＊＊＊番地となります。

現在、川口市大字里字北谷＊＊＊番を中心に、トラック式高所作業車241台、カーゴクレ

ーンつきトラック58台、その他ダンプトラック等47台、ラフタークレーン４台を駐車してい

ますが、申請地にはそのうち高所作業車16台、カーゴクレーンつきトラック３台、３トンダ

ンプ３台の計22台を駐車予定です。

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の一部（主に高所作業車13台

分）を返還予定の上、川口市による里土地区画整理事業が進行中で、契約当初より駐車スペ

ースが500平米ほど減っている状況です。また、年間20台程度車両を増やしており、そのう

ちの一部を申請地に駐車させたいという計画になります。そのため、計画面積は妥当と思わ

れます。

周辺農地については、北側隣地農地所有者のＢさん及び南側隣地農地所有者のＣさんから

何ら異議なく同意がなされております。

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43条第１項「水管、下水道管が埋

設されている道路の沿道の区域であって、容易にこれらの施設の便益を享受することができ、

かつ、申請に係る農地からおおむね500メートル以内に２以上の教育施設、医療施設が存す

ること」に該当し、原則として農地転用が許可される第３種農地と判断できます。
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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。

では、これから参考人の方に入ってもらいますが、よろしいでしょうか。

では、入ってもらって、転用の経緯等について説明していただきます。

事務局より声かけをお願いいたします。

（参考人入室）

○石田議長 ご紹介します。申請者、Ｄさんの代理人といたしまして、株式会社ＥのＦさんに

お越しいただきました。

Ｆさん、本日は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に関係者の方にお越しいただき、

農地転用に至った経緯や工事の概要、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、委員から質問があればそれに答えていただく形になっております。

なお、和光市農業委員会会議規則第８条２項の規定によりまして、発言をされる際は必ず

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、Ｆさん、説明をよろしくお願いいたします。

○参考人（Ｆ） こちらは、所有者のＤさんのお父さんがもともと耕作をしておりまして、農

地として維持をしてまいったんですけれども、そのお父様が数年前に亡くなってしまいまし

て、この土地をご本人が相続したんですが、全く耕作ができない状態ということで、また、

お母様もいらっしゃるんですが、高齢ということで、農地として維持することが大変困難な

状態ということで、数年続いている状態になったところ、その土地の活用についてちょっと

思案していたところ、株式会社Ａさんが駐車場として一括して借りさせていただきたいとい

うことが経緯で、今回、この農地転用のほうの申請をする形になりました。

こちらの約300坪の土地について、現況は農地ということになっておりまして、農地転用

した際には、まず、下の土のところを砂利敷きで基本的には舗装するという形になっており

まして、入り口の道路に面した間口のところですね、こちらのほうは間口が約6.5メートル

ぐらいですかね、全部で45平米分なんですけれども、こちらのほうは舗装というふうな形に

させていただきたいなと思っております。

前の境界部分に関しては、高さ統一で大体1.5メートルから1.6メートルぐらいになるんで

すけれども、大体ブロックが３段ほどですかね、２段から３段ほどですね、場所によってで

すね。メッシュフェンスのほうが１メートルのものをつけると、施工するという形で考えて
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います。

○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について説明いただきましたが、委員の皆様から何か

質問がありますでしょうか。ある方は挙手をお願いいたします。

９番、山﨑孝明委員。

○山﨑（孝）委員 ２点ほどお聞きしたいんですけれども、図面を見ますと、東側水路、境界

はブロック新設となっていますけれども、ここは既にブロックとメッシュフェンスが設置さ

れています。新たに設置をするということでよろしいんでしょうか。

○石田議長 Ｆさん。

○参考人（Ｆ） 南側のフェンスについては、もともとこの下新倉小学校を作られるときに代

替として交換された土地ということで伺っていまして、造成ということで既に工事がそのと

きにやられていますので、そのままを生かして使わせていただきたいと考えております。

○石田議長 ９番、山﨑孝明委員。

○山﨑（孝）委員 それから、隣地は農地として使われていますが、境界はブロックとメッシ

ュフェンス設置となっていますけれども、車の排気ガスの対策、影響を与える可能性がある

と思いますけれども、その対策は何かされるということでしょうか。

○石田議長 Ｆさん。

○参考人（Ｆ） そうですね、これに関しては、主にそこで何かずっとエンジンを、当然、ア

イドリングではないですけれども、ふかしたりとか、そういうことは全く無いということと、

かなりそこの車に、あくまで駐車場ですので、出入りのときにちょっと車のエンジンがつい

ている状態になっております。極力排気ガスがいかないように、そこでエンジンをつけっぱ

なしにするとか、そういうことが無いように極力配慮はさせていただきたいと考えておりま

す。

○石田議長 ９番、山﨑孝明委員。

○山﨑（孝）委員 分かりました。

では、計画図の奥のフェンスはそのままということなので、計画図の変更、修正を出して

いただけますか。

○石田議長 Ｆさん。

○参考人（Ｆ） 既存のフェンスというふうにですね。

○石田議長 ９番、山﨑孝明委員。
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○山﨑（孝）委員 はい。

○石田議長 Ｆさん。

○参考人（Ｆ） 分かりました。

○石田議長 ９番、山﨑孝明委員。

○山﨑（孝）委員 それと、２点目の排気ガスの問題ですけれども、車の駐車方法を考えてい

ただいて、なるべく畑のほうには後方を向けないように駐車するようにお願いしたいんです

けれども、それを２点お願いします。

○石田議長 よろしいでしょうか。

その他質問ありますでしょうか。

４番、新坂委員。

○新坂委員 では、質問します。

駐車場造成後にプレハブやトイレを設置する予定というのはありますか。

○石田議長 Ｆさん。

○参考人（Ｆ） こちらのほうに関しては考えておりません。

○石田議長 ４番、新坂委員。

○新坂委員 当該申請地は市街化調整区域ですので、そのようなことが無いようにルールを守

ってくださいますようお願い申し上げます。

○石田議長 その他質問は。

６番、山﨑とよ子委員。

○山﨑（と）委員 駐車場造成後に、照明等は設置する予定はないですか。

○石田議長 Ｆさん。

○参考人（Ｆ） 照明に関しては、設置する予定はございません。

○石田議長 ６番、山﨑とよ子委員。

○山﨑（と）委員 隣地はいずれも農地になっていますので、照明を設置しないということで

すが、もし照明を設置するという場合には、両側に農家さんがたくさん作物を作っておられ

ますので、ＢさんとＣさんですかね、承諾を得るようによろしくお願いしたいと思います。

もう一つよろしいですか。

○石田議長 ６番、山﨑とよ子委員。

○山﨑（と）委員 水道を使われるということですよね。

○石田議長 Ｆさん。
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○参考人（Ｆ） そうです。水道は、もともと畑でしたので、引き込みができる状態ですので

使えるということですが、多少、洗車とかで使わせていただくことはあるかもしれません。

○石田議長 ６番、山﨑とよ子委員。

○山﨑（と）委員 その際、やはり道路に面して、バスとかも通りますし、人も通るようにな

るかと思いますので、なるべく道路のほうには出ないような形でお願いしたいと思います。

○石田議長 その他質問ございませんか。よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、私から１点だけよろしいですか。

近隣はちょっと通学路になっている部分があるので、ちょっとこの場所とは関係ないんで

すが、トラックの出入り、また、通勤等で来られる方、朝と夕方の時間、子供たちが通学等

していますので、十分気をつけて運用してもらえるようにお願いいたします。

その他何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、質問が無いようなので、Ｆさん、本日は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 では、皆さん、何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 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８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 続きまして、議案第８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。
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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、Ｇ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です。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Ｇさんは95歳でしたが、この方が亡くなられたことに伴い、孫

のＨ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、４月19日に大

熊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。Ｇ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、大熊委員が現地確認に行っていただきました。

それでは、大熊委員から現地確認の報告をお願いいたします。

５番、大熊委員。

○大熊委員 ４月19日に事務局職員１名と畑を見てまいりました。耕運された跡もあり、きれ

いに管理されていたので、問題ないと思います。

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。

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

議案第９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 続きまして、議案第９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）

○石田議長 ありがとうございました。

議案第９号については、Ｉ委員のご親族が申請者となっております。和光市農業委員会会

議規則第10号に、農業委員は自己又は同居の親族もしくはその配偶者に関する事項について

は、その議事に参与することができないと議事参与の制限が定められております。このため、

当議案の採決の終わるまでの間、Ｉ委員の退席をお願いいたします。

（Ｉ委員退室）

○石田議長 それでは、補足説明をお願いいたします。

○事務局（野口） 議案第９号の補足説明をいたします。

本案件も生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明になりますが、本件におい

ては、故障で農業ができなくなったことを理由とする申請となり、解除する生産緑地につい

て、Ｊ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。

Ｊさんは現在88歳ですが、１年ほど前から介護老人保健施設Ｋにご入所されています。そ

のことに伴い、施設の担当医師から故障を理由として農業に従事することはできない旨の診

断書が今回提出されております。平成29年度の8.1調査では農業従事日数は０日でしたが、

入所される前は農業に従事されていた旨を代理人を通して伺っております。農地の現在の状

況につきましては、４月20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しております。Ｊ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。

補足説明は以上です。

○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きましたが、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、山﨑委員から現地確認の報告をお願いいたします。
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９番、山﨑孝明委員。

○山﨑（孝）委員 ４月20日に事務局１人と畑を見てまいりました。区画整理中の畑はシート

が覆っており、耕作できないところもありましたが、それ以外の畑はきれいに管理されてい

ましたので、問題は無いと思います。

○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 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。

それでは、Ｉ委員に入室していただきます。

事務局、お声かけよろしくお願いします。

（Ｉ委員入室）

○石田議長 では、続けさせていただきます。

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

議案第１０号 相続税の納税猶予に関する適格者証明申請について

議案第１１号 相続税の納税猶予に関する適格者証明申請について

○石田議長 続きまして、議案第10号 相続税の納税猶予に関する適格者証明申請についてを

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（野口） 説明の前に、議案第10号と議案第11号につきましては関連した申請となっ

ておりますので、あわせて説明させていただいてもよろしいでしょうか。

○石田議長 こちらの議案の２つは関連していますので、一括して説明をしていただきたいと

思います。

では、事務局、よろしくお願いいたします。

（事務局朗読説明）

○事務局（野口） 本案件は、相続税の納税猶予を受けるに当たって、申請者である相続人の
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方が納税猶予を受けるにふさわしい人物であるかどうかの証明を農業委員会に求めるもので

す。

租税特別措置法第70条の６第１項に規定されている要件としまして、１点目として、被相

続人が死亡の日まで農業経営を行っていたこと、２点目として、相続人が被相続人から相続

により取得した農地について、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続

き農業経営を行うと認められることとなっております。

本案件は、相続人のＬさん及びＭさんからの申請となります。

被相続人のＮさんは、大正14年２月１日に出生し、平成29年８月21日に92歳でお亡くなり

になられています。亡くなるまでは農作業に従事されており、主に柿の木を管理されていた

とのことです。相続人のＬさんは、Ｎさんの長男で現在67歳、平成29年度の8.1調査で年間

農業従事日数は180日となっております。また、同じく相続人のＭさんは、Ｎさんの妻で現

在89歳、平成29年度の8.1調査で年間農業従事日数は150日となっております。

今回申請された農地はＬさんが５筆、Ｍさんが１筆で、いずれも市街化区域内にあり、生

産緑地の指定を受けております。農地の現在の状況につきましては、４月20日に冨澤委員に

ご同行いただいて確認してまいりました。今、スクリーンにお映しいたしますので、ご確認

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。

ただいま写真を見ていただきましたが、冨澤委員に現地確認に行っていただきました。

それでは、冨澤委員から現地確認の報告をお願いいたします。

２番、冨澤委員。

○冨澤委員 ４月20日に事務局職員１名と畑を見てきました。Ｌさんが申請された農地はタマ

ネギが作付けされており、柿の木もきれいに管理されていました。Ｍさんが申請された農地

の柿の木もきれいに管理されていましたので、問題はありません。

以上です。

○石田議長 ありがとうございました。

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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議案第10号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、議案第10号は承認されました。

続きまして、議案第11号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、議案第11号は承認されました。

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

議案第１２号 平成２９年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価につ

いて

議案第１３号 平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画について

○石田議長 続きまして、議案第12号 平成29年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・

評価についてと議案第13号 平成30年度の目標及びその達成に向けた活動計画については関

連がありますので、一括して上程いたします。

事務局より説明をよろしくお願いいたします。

○事務局（野口） 資料につきましては、右上に資料１、資料２と書かれている２つの資料を

ご覧ください。

議案第12号 平成29年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価についてと議案第

13号 平成30年度の目標及びその達成に向けた活動計画につきましては、３月総会の協議事

項においてそれぞれ案として冨岡会長代理からご説明いただきました。その上でご意見があ

る場合には、４月16日までに事務局までご連絡いただくことになっておりましたが、ご意見

はありませんでした。よって、案を取る形で平成29年度の目標及びその達成に向けた活動の

点検・評価と平成30年度の目標及びその達成に向けた活動計画としてよろしいかご審議いた

だければと存じます。

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、皆様からご意見はなかったということ

でした。それでは、採決に移ります。

議案第12号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。
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（賛成者挙手）

○石田議長 全員賛成。

よって、議案第12号は承認されました。

続きまして、議案第13号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、議案第13号は承認されました。

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

◎協議事項

①平成３０年和光市農業委員会５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５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５月の農業委員会総会の日程についてですが、５

月30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、同じ庁議室です。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 ありがとうございます。

それでは、ただいま事務局から説明がありましたが、５月30日水曜日午後２時からという

ことですが、都合の悪い方はいらっしゃいますでしょうか。

よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、５月30日水曜日午後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年度農産物共進会実行委員及び２０１８和光市民まつり実行委員の選

出について

○石田議長 続きまして、協議事項②平成30年度農産物共進会実行委員及び2018和光市民まつ

り実行委員の選出について、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局（野口） では、資料につきましては、資料３をご覧ください。



－15－

協議事項②の平成30年度農産物共進会実行委員及び2018和光市民まつり実行委員の選出に

ついて説明いたします。

今年も11月に2018和光市民まつりが開催される予定となっておりまして、2018和光市民ま

つり実行委員会委員１名の選出依頼が来ております。

例年、農業委員会から１名の方を市民まつり実行委員として選出しており、選出に当たっ

ては、まず、農産物共進会実行委員の委員として３名の方を選出し、その中から１名の方に

市民まつり実行委員をお願いする形となっております。

農産物共進会実行委員会は７月、８月頃から始動する予定ですが、市民まつり実行委員会

が５月末から６月初旬に動き始め、会議へご出席いただく必要があるため、このタイミング

でご協議いただくこととなります。

平成29年度は新坂委員、山﨑孝明委員、北嶋委員の３名に農産物共進会実行委員をお願い

し、新坂委員につきましては市民まつり実行委員も務めていただきました。どなたか務めて

いただける方がいらっしゃればその方にお願いしたいと思いますが、もしいらっしゃらない

場合には事務局案をお示ししたいと思います。

以上、３名の農産物共進会実行委員と１名の市民まつり実行委員の選出をしていただくよ

う、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、農産物共進会実行委員と市民まつり実

行委員ですが、どなたかやっていただける方はいらっしゃいますか。

（新坂委員、大熊委員、鳥井委員挙手）

○石田議長 新坂委員の手が挙がりました。鳥井委員、大熊委員、３名、手が挙がりましたが、

その中から市民まつり実行委員を選出するということになりますが、立候補者はいらっしゃ

いますか。

（新坂委員挙手）

○石田議長 新坂委員の手が挙がりました。

それでは、皆さん、ただいま新坂委員、大熊委員、鳥井委員から農産物共進会の実行委員

として挙手がありましたが、それでよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○石田議長 また、市民まつり実行委員ということで新坂委員から手が挙がりましたが、それ

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 それでは、農産物共進会実行委員を新坂委員、大熊委員、鳥井委員、市民まつり

実行委員を新坂委員にお願いいたします。

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

③その他

○石田議長 では、続きまして、協議事項③その他ですが、事務局ありますか。

○事務局（野口） 協議事項③その他につきましては、農業委員会の視察研修の日程調整にな

ります。３月総会の協議事項においてご協議いただきましたが、事務局案の日程においてご

都合の悪い委員の方が多かったため、７月で再調整をさせていただきました。日にちは、７

月19日、20日の木、金と23日、24日、月、火の２案でお示しいたしましたが、23日、24日、

月、火のほうが出席者が多くいらっしゃいました。本日日程を決定いただければと存じます。

また、現在ご都合のつく委員は６名と少ないため、今回の視察に関係する他の団体に声をか

けることについてもご承諾いただければと存じます。

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。３月の総会で平成30年度は十日町市への

視察をすることに決定いたしましたが、６月は都合の悪い方が多かったので、７月に再調整

させていただきました。７月19日木曜日、20日金曜日、もしくは23日月曜日、24日火曜日の

２案を提示していただきましたが、事前に委員の皆様に都合をお聞きしましたところ、23日

月曜日、24日火曜日の方が出席者が多かったので、７月23日月曜日、24日火曜日に決定した

いと思いますが、よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○石田議長 それでは、日程は、23日月曜日、24日火曜日で決定いたします。

また、今回参加される人数が少ないということで、今回の視察に対しまして、他の団体、

農業団体等に声をかけたいということですが、声をかけてもよろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○石田議長 異議なしということで、では、関係する団体でもし参加される方がいたらお願い

したいということで調整しますので、皆様、よろしくお願いします。

では、協議事項③その他について、事務局、ありますか。

○事務局（野口） ４月20日付で和光市長から石田会長宛に、和光市都市計画審議会委員の推

薦依頼がありました。この総会資料配付後だったため、協議事項②に入れられなかったため、
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その他に入れさせていただきました。

現在、この委員会は鳥井委員が委嘱されております。任期は来月５月30日までとなってお

ります。次の任期は、６月１日から平成32年５月31日までの２年間です。農業委員から１名

の推薦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。

和光市都市計画審議会委員の推薦について事務局より説明がありましたが、同じ委員が継

続していったほうが議論も深まりますので、引き続き、鳥井委員にお願いできればと思いま

すが、鳥井委員、いかがでしょうか。

○鳥井委員 はい、分かりました。やらせていただきます。

○石田議長 鳥井委員が快諾いただきましたので、鳥井委員でお願いします。

皆様、よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

○石田議長 そういうことでお願いします。

では、協議事項③その他について、事務局、他にありますか。

○事務局（野口） 他はありません。

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

◎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） では、資料15ページをご覧ください。

諸報告①の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２件、５条の届出

が26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。

報告につきましては以上です。

○石田議長 ありがとうございました。

写真等でご確認いただきましたが、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 なければ、会長専決は以上とします。

──────────────────────────────────────────
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②その他 その１

○石田議長 続きまして、諸報告②その他、事務局よりありますでしょうか。

○事務局（野口） 委員の皆様の活動報告についてご連絡いたします。

３月、４月分の活動の共通事項につきましては、スクリーンで表示したものとなりますの

で、この文言での記入をお願いします。

共通事項としては、３月28日の「農業委員会３月総会」になります。また、４月20日に実

施した合同での農地現況確認に参加された方は、「農地現況確認」と記入してください。

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。

説明は以上です。

○石田議長 では、３月、４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

ますが、まずは私から進めさせていただきます。

３月31日、東本村実行組合の総会に出席しました。

４月９日、会長専決を行いました。

４月12日、会長専決を行いました。

４月16日、会長専決を行いました。

４月18日、和光市農業後継者倶楽部の総会に出席いたしました。

４月23日、和光市農業委員会４月の総会の進行打ち合わせと会長専決を行いました。

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 ４月６日、ＪＡ和光直売所の２階で支店事業運営協力委員会会議を開催し、その

後、光が丘で新規支部長の顔合わせをしました。

４月20日、ＪＡ和光２階にて、事業推進会議、その後、光が丘のホテルにて懇親会を開催

しました。

以上です。

○石田議長 続きまして、３番、田中委員、お願いいたします。

○田中委員 スクリーンにある以外では、３月31日、三協実行組合役員会に出席をさせていた

だきました。

４月20日、農地の現況確認で、ちょっと所用がございまして参加できなかったものですか

ら、21日土曜日午後で現地の現況の確認をさせていただきました。

以上でございます。
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○石田議長 続きまして、４番、新坂委員、お願いいたします。

○新坂委員 ４月４日、宿坂上支部の総会に出席してきました。

４月23日、20日の農地現況確認に行けなかったので、23日に個別で現況確認してまいりま

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。

○大熊委員 13日に客土の申請がありましたので、現況確認に行きました。

19日に、生産緑地の解除の現地確認に行きました。

あと22日に新生の実行組合の総会に参加しました。

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 ４月12日、前日の大雨のためにビニールが飛ばされていたので、パトロー

ルして通報いたしました。

４月20日、農地の現況確認に行ってまいりました。

以上です。

○石田議長 続きまして、７番、北嶋委員、よろしくお願いいたします。

○北嶋委員 共通事項以外の活動はありませんでした。

以上です。

○石田議長 続きまして、８番、加藤委員、よろしくお願いします。

○加藤委員 共通事項以外はありませんでした。

○石田議長 続きまして、９番、山﨑孝明委員、お願いします。

○山﨑（孝）委員 ４月20日、農地現況確認３件行いました。

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 ４月23日に申請農地の現況確認に個別で行ってまいりました。

以上です。

○石田議長 続きまして、11番、冨岡委員、よろしくお願いします。

○冨岡委員 ４月23日、４月の総会の打ち合わせということで参加しました。

20日用事がありまして現況確認に参加できなかったので、24日に個別に行ってまいりまし

た。
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○石田議長 ありがとうございます。

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

②その他 その２

○石田議長 では、次に進みます。諸報告②その他、事務局よりお願いいたします。

○事務局（野口） 諸報告その２、全部で５点ございます。

１点目は、１・１・１運動についてです。３月の総会で加藤委員より、今年度の１・１・

１運動についての案をご説明いただきました。ご意見がある場合には４月16日までに事務局

までご連絡をいただくことになっておりましたが、ご意見がなかったため、案を取って、埼

玉県農業会議に提出いたします。

２点目は、会長及び会長代理が出席する会議の報告です。朝霞地区農業委員会連絡協議会

総会が５月17日木曜日に志木市民会館で開催されます。こちらは石田会長と冨岡会長代理に

ご出席いただきます。また、翌５月18日金曜日には北足立農業委員会連絡協議会総会が開催

されます。こちらは石田会長にご出席いただきます。

３点目は、和光市農業委員会が全国農業会議所より表彰されましたので、ご報告いたしま

す。こちらをご覧ください。こちらは、現職の農業委員の数よりも農業新聞を多くとってい

ることによる表彰となります。なお、副賞としまして１万円をいただきました。

４点目は、資料４をご覧ください。

こちらは、先ほど市長からも話がありましたが、和光市都市農業振興計画を今年策定いた

します。この計画は、平成27年４月に施行された都市農業振興基本法第10条に基づき策定す

るもので、和光市の都市農業の基本となる計画です。一番下に記載しておりますが、策定委

員会を設置し、検討します。策定委員会には、石田会長、冨岡会長代理、山﨑とよ子委員に

ご参加いただいております。また、８から10月をめどに、会議で検討した和光市の農業の方

向性等について、農家アンケートや、農業委員会で行う農家懇談会等を開催できればと考え

ております。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

○事務局（渡辺） ５点目につきましては、私から報告させていただきます。

先日、農業委員会事務局宛に市民の方から新規就農に関するご相談がございました。女性

の方ですが、埼玉県農業大学校を卒業されたということで、和光市内での就農の希望がある

方となっています。現状で、和光市での農地の借り上げですとか購入による取得ということ

はハードルが高いところではございますが、農業委員会としましても、農地等の利用の最適

化の推進に関する指針の中で、新規就農の参入につきまして、取組として位置づけておりま
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す。相談の窓口としまして農業委員会事務局をお伝えしまして、具体的な相談につきまして

後日お越しいただく予定になっております。その際には、農業委員の皆様にもアドバイス等

ご協力をいただくことにあわせまして、埼玉県のさいたま農林振興センターとも連携して取

り組んでいきます。こういった新規就農につきましても、今後、農業委員会としての役割に

位置づけまして取り組んでまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

その他、事務局、もう大丈夫ですか。

○事務局（野口） はい。

○石田議長 それでは、委員の皆様から何かありますでしょうか。

８番、加藤委員。

○加藤委員 今日の審議の中にもありましたけれども、生産緑地の中で一生懸命農業をやられ

ている方たちも大勢いる中で、農業委員会として、生産緑地法の改正もありまして、その中

で委員会として今後どういうふうに取り組んでいかれるのか、そこのところをちょっとお聞

かせいただければなと思っております。

○石田議長 事務局、いかがでしょうか。

○事務局（渡辺） 今現在、和光市におきまして、都市整備課で生産緑地法改正に対する協議

は進められております。具体的な条例改正等につきましては、今後の課題となっていくとこ

ろになりますが、農業委員会としての考え方を取りまとめて、それに対する申し出といいま

すか、そういった形を考えていきたいと思います。その点につきましては、また会長とも相

談させていただきながら、５月以降の総会等で審議をいただければと考えております。

以上です。

○石田議長 ８番、加藤委員。

○加藤委員 市に対しては、事務局、会長ともよく相談しながらやっていただきたいとは思い

ますけれども、農業者に対してどのような説明の仕方をされるのか、そういったところも、

あと数年、時間が無い中で、いろいろ説明会等々、そういったものも必要になってくるのか

なと考えているところですけれども、そこはいかがでしょうか。

○石田議長 事務局。

○事務局（渡辺） 実は都市整備課でも当農業委員会に、まず全体、総会の中でそういった考

え方を説明した上で、あらゆる媒体を使って農家さんに周知いきたいという意向を持ってお
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ります。農家だよりでの周知は当然ですけれども、必要に応じて農家さんの説明会といった

ような形のものが想定されているということですので、まずは都市整備課で考え方がまとま

りましたら、農業委員会の総会の中でその辺のご説明をいただくような機会は設けていくよ

うに調整していきたいと考えております。

以上です。

○石田議長 ８番、加藤委員。

○加藤委員 どうぞよろしくお願いいたします。

○石田議長 私も結構、農家さんから、現状ではどうなっていますかという質問をたまに聞か

れますので、ぜひとも、分かっている時点で、また途中経過でもいいので、ぜひとも情報発

信をよろしくお願いしたいと思います。

○事務局（渡辺） 分かりました。

○石田議長 それでは、皆様からその他何か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 本日も慎重審議をしていただき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４月総会を閉会いたします。

皆様お疲れさまでした。

閉会 午前１０時３０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
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和光市農業委員会議長
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