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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３月総会を開会いたしま

す。

それでは、会長、この後、議事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、こんにちは。

３月、春のお彼岸も過ぎまして、桜も満開で、少し暑過ぎるぐらいの、とてもいい季節に

なってまいりました。

先般行われました都市農業推進協議会の講演会につきましても、委員の皆様にはご出席を

いただき、ありがとうございました。最新の野菜、また栽培方法について、種苗会社からい

ろいろとお話をいただき、また皆様からも活発なご意見をいただきまして有意義な会議で、

大変よかったと思います。

では、平成29年度最後の総会ということで、議案に人事異動のものもありますので、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３月総会を始めます。

本日は、10番鳥井委員が欠席ですが、11人中10名出席していますので、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、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、８番、加藤政利委員、９番、山﨑孝明委員を指

名いたします。よろしくお願いします。

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

◎提出議案

議案第５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５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（江口） では、申請の内容及び審査について説明いたします。

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

に従事することができなくなった場合は生産緑地を解除することができます。指定が解除さ

れると農地転用が可能になります。生産緑地を解除したい方は、都市整備課に買取り申出を

申請をすることとなりますが、その際に必要となるのがこの証明になります。

今回は、Ａさんのお父様であるＢさんが平成29年８月21日に亡くなられたことに伴い申請

されたものとなります。

今回、皆様に審査いただくのは、Ｂ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という点になります。なお、主たる従事者

とは、生産緑地における農業経営に欠かすことのできない者のことを示すものであり、例え

ば畑に出て農作業をすることや作業場における梱包作業等、農業経営面を支えていた、意見

等を示していたなどが該当いたします。

現在の土地の管理状況をスクリーンに映し出しております。

土地の現況については、３月22日に冨澤委員、北嶋委員にご同行いただきまして確認をい

たしております。Ｂさんはご存命の際、畑に出て柿の木の手入れを行っていたとのことで、

現在においても問題となるような圃場ではないというふうに見受けられております。以上を

踏まえての申請でございます。

これまでも農業従事状況も踏まえまして、Ｂさんが主たる従事者等であるかについてご審

議をお願いいたます。

以上となります。

○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、２番、冨澤委員と７番、北嶋委員が現地確認に

行っていただきました。

それでは、代表して２番、冨澤委員から確認の結果の報告をお願いいたします。

○冨澤委員 先般、３月22日に、北嶋委員と事務局職員１名とともにＢさんの畑を見てきまし

た。柿の木がきれいに栽培されており、Ｂさんは生前、一生懸命励んで管理していましたの

で特に問題はありません。

以上です。
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○石田議長 ありがとうございます。

この議案について、ご意見、ご質問、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。

この議案につい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６号 農業委員会職員の任免について

○石田議長 引き続きまして、議案第６号 農業委員会職員の任免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 農業委員会職員の任免ですが、ご意見等ござい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。では、この議案に同意することに賛成の方の挙手をお願い

いたします。

（賛成者挙手）

○石田議長 全員賛成。

よって、この議案は同意されました。

では、よろしいでしょうか、次に行きます。

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

◎協議事項

①平成３０年和光市農業委員会４月総会の日程について

○石田議長 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４月総会の日程について、事務局より、よろしく説

明をお願いいたします。

○事務局（青木) 協議事項①平成30年和光市農業委員会４月総会の日程についてでございま

す。４月の総会の日程ですが、26日の１日で申し訳ございませんが、午前、午後、どちらか



－6－

でお願いします。ご協議のほどよろしくお願いします。

○石田議長 ありがとうございます。

それでは、事務局で示された案ですが、４月26日の木曜日、午前か午後かということです

が、皆さん、都合はよろしいでしょうか。

４番新坂委員。

○新坂委員 午前が、私は都合がつきます。

○石田議長 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、４月26日木曜日の午前９時30分でお願いします。皆さん、よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○事務局（青木) 26日の会場は現在調整中です。決まり次第ご連絡します。

○石田議長 では、４月26日の９時30分から、場所は追って連絡するということでお願いいた

します。

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

②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（案）について

③平成３０年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について

○石田議長 では、次に行きます。

続きまして、協議事項②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（案）

についてですが、協議事項③の平成30年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）と関

連がありますので、一括して説明をしていただきます。

それでは、作成部会を代表して11番、冨岡会長代理より説明をよろしくお願いいたします。

○冨岡委員 では、協議事項②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

（案）について、協議事項③平成30年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）につい

てを説明いたします。

農業委員会は、農業委員会の適正な事務実施について、平成21年１月23日付の20経営第

5791号農林水産省経営局長通知に基づき、毎年、法令事務及び促進等事務の点検・評価活動

計画の策定を行うものです。それでは点検・評価（案）から内容を説明いたします。

資料１をご覧ください。

Ⅰ、農業委員会の状況で、平成30年３月31日現在の数字で、耕地及び作付面積統計や2015

年度農林業センサスに基づいております。農業では耕地面積は畑が100ヘクタール、経営耕
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地面積は田が１ヘクタール、畑が80ヘクタールで合計81ヘクタール、遊休農地が0.04ヘクタ

ール、農地台帳面積では田が0.4ヘクタール、畑が108.1ヘクタールで合計108.5ヘクタール

となっています。

次に農家戸数ですが、自給的農家が77戸、販売農家数が95戸、総農家数は172戸になりま

す。農業就業者数は225人で、そのうち女性が104人、40代以下は54人です。また認定農業者

は40経営体となっております。

次に、２の農業委員会の現在の体制ですが、新制度に基づく農業委員会で任期満了年月日

が平成32年７月19日、農業委員数は定数11人に対して実績は11人、内訳は認定農業者５人、

女性２人、40代以下２人、中立委員１人となります。

それでは、ページをめくってください。

Ⅱの担い手への農地利用集積・集約化ですが、１の現状及び課題は、昨年の４月の数字で、

管内の農地面積が104ヘクタール、これまでの集積面積が37.6ヘクタール、集積率が36.15％

になります。これまでの集積面積が37.6ヘクタールとなっておりますが、この数字は全認定

農業者が所有する農地と利用権設定されている農地の合計になっております。隣の項目に集

積率が36.15％となっておりますが、この集積率が40％となることが農地等の利用の最適化

の推進に関する指針や農業経営基盤の評価の促進に関する基本的な構想の目標となっており

ます。

これに対して、２の平成29年度の目標及び実績は、集積目標37.9ヘクタールとしまして、

集積実績が38.2ヘクタールで、このうち新規実績は0.5ヘクタールでした。新規実績は、平

成29年度に認定農業者が農地法第３条で畑を取得した面積と、農地の利用権設定がされたも

のを合わせた実績です。なお、転用行為によって減少した面積もあるので、集積実績は昨年

の集積面積の37.6ヘクタールに0.5ヘクタールが足されたものと異なっております。

続いて、達成状況は100.79％で目標が達成された状況です。

次の３と４で、活動計画、活動実績、目標に対する評価、活動に対する評価を説明してお

ります。

次のⅢ、新たに農業経営を営もうとする者の参入促進についてですが、平成29年の新規参

入者はいませんでしたが、３の目標の達成に向けた活動の活動実績で、農地等の利用の最適

化の推進に関する指針を策定し、平成35年３月までに５人の新たに農業経営を営もうとする

者の参入を目標としております。

次に、Ⅳの遊休農地に関する措置に関する評価ですが、今年度の遊休農地が0.04ヘクター
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ル発生した状況となりましたが、農地の利用状況調査の全体の活動を３年間実施した内容を

３と４でまとめております。

続いて、Ⅴの違反転用への適正な対応ですが、昨年の違反転用面積が0.63ヘクタールで、

今年は0.57ヘクタールございました。新規では発生せず、0.06ヘクタール解消したという内

容になっております。

次に、ページをおめくりください。

Ⅵの農地法等によりその権限に属された事務に関する点検ですが、１の農地法第３条に基

づく許可事務は、３条処理しており、内容に問題がなかったという説明になっております。

２の農地転用に関する事務は、農地法４条と５条の処理件数で６件の処理を行いました。

農地法に基づいて転用計画を精査し、他法令違反による建築物の撤去を行ったことや、適正

に総会で審議し、審議内容をホームページで公表していることを説明しております。

次の農地所有適格法人からの報告への対応、４の情報の提供は、それぞれの現在の状況を

記載しております。

ページをめくってください。

Ⅶの地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容、Ⅷの事務の実施状況の公表等につ

きましても、現在の状況を記載しております。

続いて、資料２、平成30年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）をご覧ください。

Ⅰ、農業委員会の状況は、点検・評価（案）と同じです。

１枚おめくりいただいて、Ⅱの担い手への農地利用集積・集約化で、２の平成30年度の目

標及び活動計画ですが、新規集積面積を１反の0.1ヘクタールとしまして、合計を38.3ヘク

タールの目標にしました。現在、貸し借りする見込みの無い状況ですので、最低面積を目標

とし、農家だよりへの周知と農業者への説明会の実施などを活動計画としました。

次に、Ⅲの新たに農業経営を営もうとする者の参入促進ですが、昨年まで新規参入者とし

て、もともと農家以外の人の参入を目標としていましたが、今年は新規就農者ということで、

農家さんの息子さんや娘さんが会社をやめて農家に就農した場合も対象と考え、１経営体の

目標にしました。ご近所でそのような情報がありましたら報告していただくようお願いいた

します。

次のページに移ります。

Ⅳの遊休農地に関する措置は、今年度発生した遊休農地0.04ヘクタールの解消を目標とし

ました。年３回の６月、９月、11月の農地の利用状況調査の実施で、新たな遊休農地の発生



－9－

を防ぐとともに、毎回、指導対象になった農地については、農業委員も事務局と同行して指

導することも考えております。

次に、Ⅴの違反転用への適正な対応につきましては、農地法の手続を経ずに転用されてか

ら年月が相当経過しておりますが、農地転用の許可申請が提出されたときや、周囲からの苦

情があったときなどの機会を捉えて解消に努める計画となっております。今後の流れでは、

４月16日までに農業委員の意見を徴取し、出てきた意見を踏まえて、来月の総会で議案とし

て提出しますので、４月の農業委員会総会で審議していただきます。その後、和光市ホーム

ページで公開し、県に提出する流れになります。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございました。

ここまでのことで何かご質問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、ご意見等、またありましたら、４月16日月曜日までに事務局へ連絡してく

ださい。よろしくお願いします。

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

④農地利用最適化推進１・１・１運動の報告（案）について

○石田議長 では、次に行きます。

続きまして、協議事項④農地利用最適化推進１・１・１運動の報告（案）について、作成

部会を代表して、８番、加藤委員から説明をよろしくお願いいたします。

○加藤委員 それでは、協議事項④に対しまして説明いたします。

農地利用最適化推進１・１・１運動の報告（案）について説明いたします。

資料３の総括表をご覧ください。

こちらは各活動について取りまとめたものになります。

大きな１番、農業委員・農地利用最適化推進委員の１番、委員数は11名です。

続いて２の取組事例内容ですが、こちらは農業委員会委員個人の活動をとりまとめたもの

で、委員の皆様が個人で行った農地利用状況調査が１事例と、石田会長及び山﨑孝明委員が

同行し、遊休農地の解消活動として、耕作者のＣさんのお宅に、遊休農地解消指導に訪問し

た件と、山﨑とよ子委員が、個人的にＣさんに耕作のお願いをしてくださった件を１事例と

して２事例にしております。取組は農業委員の皆さんが行ったということで11名と数えまし

た。
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続いて、大きい２番の農業委員会ですが、こちらが会の活動内容になります。別紙を２枚

添付している内容が該当しますが、資料を１枚めくってください。

１点目が遊休農地発生防止・解消活動で、年３回の農業委員会全体で行った農地の利用状

況調査を記載しております。

資料を１枚めくってください。

２点目がその他の活動として、和光市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指

針を策定した件と、１月に開催した農業関係者懇談会の件について記載しております。

今後の流れですが、この内容につきまして、４月16日月曜日まで意見を徴取しますので、

何かご意見等ありましたら、事務局へ連絡してください。その後、意見を取りまとめて、４

月中に埼玉県農業会議へ提出します。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございました。

それでは、平成30年度の農地利用最適化推進１・１・１運動については、事務局よりまた

説明があるそうですので、事務局よりよろしくお願いいたします。

○事務局（青木） 追加で説明ですけれども、平成30年度につきましては、会の個票と、あと

委員の個票も、記入していただきたいという形になります。

書き方例を、今、スクリーンに映しております。個人の活動としてのものを書いて提出し

ていただきたいという形になります。３つほど例がありますが、１つ目が農地の集約に関す

る関係で、担い手との対話を積極的に行い、今後の農業振興について意見を収集したという

ところで、農地の集約化ができないかですとか、地域として何か核になる農産物ができない

か、○○にある農地やその周辺は、農道が狭いからなかなか耕作がやりづらい、こういった

ような意見を収集して、農業委員会で報告したというのも一つの活動になります。この取組

の結果として、意見については農業委員会が行う意見提出の中に盛り込まれた。また、県農

業会議が行っている政策提案に対する意見にも盛り込む予定というような内容が１つ。

次に、こちらはこれもその他の活動として、地域活性化を行う必要があるため、観光業と

のタイアップでの観光農業の推進を行ったという例になります。観光農園を行っている農業

者との集会を開催した。市の観光を行っている担当課と協議した。観光農園の案内を市のホ

ームページに掲載、また積極的にマスコミに投げ込みを行ったという内容になります。この

結果として観光業に関するＰＲ、チラシなど観光農園を紹介、マスコミも多数取材に来ると

いうようなまとめ方になります。
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もう一つ、新規参入支援活動のところで、新規就農者がいた場合に、この相談に対応して

いるですとか、希望に適している農地について意向を把握した。空いている農地を紹介し、

就農に結びつけたといったような活動内容になりまして、結果として新規就農者が１人誕生

したというような、こういった活動報告を１人１事例、１年間に作ってくださいというもの

が１・１・１運動になりますので、こちらを来年度提出、お願いしたいと考えておりますの

で、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した。

では、ここまでのことでご質問等、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 では、こちらもご意見等ございましたら、４月16日月曜日までに、事務局へ連絡

を、よろしくお願いします。

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

⑤平成３０年度和光市農業委員会上半期のスケジュール（案）について

○石田議長 では、次に参ります。

続きまして、協議事項⑤平成30年度和光市農業委員会上半期のスケジュール（案）につい

て、作成部会を代表して、６番、山﨑とよ子委員から、説明をよろしくお願いいたします。

○山﨑（と）委員 それでは、平成30年度和光市農業委員会上半期スケジュール（案）につい

て説明いたします。

資料４をご覧ください。

一番上の農業委員会運営ですが、総会は毎月27日前後にしております。７月には農地耕作

状況及び農業経営調査、通称8.1調査を配布し、８月に調査の回収を行います。

２段目の農業委員会研修についてですが、会長の希望もあり、職員の人事交流をしている

関係もありまして、６月に新潟県十日町市への視察研修を予定しております。日程につきま

しては、先方の都合を考慮したところ、20日から22日がよいということですので、本日の総

会で20日から21日か21日から22日の１泊２日がいいかを決めていただきたいと考えておりま

す。宿泊先につきましては、日本三大薬湯の松之山温泉にある、野本旅館でいかがでしょう

か。また、現地の視察先は十日町市農業委員会と６次産業化で自社栽培のお米やおそば、地

元野菜や山菜等を使った農家レストランを経営を行っている株式会社Ａ・ファーム雪の十日

町でいかがでしょうか。
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視察の出欠につきましては、来月の総会で確認しますので、よろしくお願いいたします。

次に、農地利用最適化推進活動についてです。全体の農地の利用状況調査を６月、９月に

予定しました。第３回目は11月に考えております。また、個人の利用状況調査は随時行って

ください。それから農地の利用権設定促進事業を推進していくので、農地の利用権設定を契

約するときに、担当地区の委員さんは事務局と貸主、借主さんのところへ同行してください。

次に、７月は農業関係者懇談会を予定しております。

続いて、少し飛んで下から２段目の農業振興に、都市農業振興計画策定委員会が５月と９

月にありますが、こちらは冨岡会長代理と私が委員で、石田会長も都市農業推進協議会から

選出されております。この計画の策定の中で、農業委員会に意見聴取したり、農家さんへア

ンケートを行ったりしますので、農業委員の皆さんにご協力をお願いいたします。

最後に、互助会事業として、７月にあさか野農業協同組合と合同暑気払いがあります。

説明は以上ですが、宿やバスの予約がありますので、日程の協議を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した。

それでは、農業委員会研修の研修日を決めますので、６月20日、21日、もしくは21日、22

日の二通りなのですが、どちらがよろしいでしょうか、皆様のご予定。

20日が水曜日、21日が木曜日、22日が金曜日だそうです。皆様の予定はいかがでしょうか。

予定は大丈夫でしょうか。

４番、新坂委員。

○新坂委員 木曜日がちょっと都合が悪くて、例えば皆さん、マイクロバスか何かで行かれる

感じですよね。

○石田議長 はい、そうですね。

○新坂委員 木曜日の朝、私一人だけ皆さんと分かれて電車、新幹線で帰るという形であれば

参加できるんですが、そのような状況です。

○石田議長 なかなか予定の真ん中の日ですものね、かなりちょっと厳しいかなとは思います

が、分かりました。

その他、都合はよろしいでしょうか。

８番、加藤委員。

○加藤委員 21日ですけれども、午後１時半から役員会が入っていまして、役員会が終わって
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から、そちらへ向かうという形もとれるんですけれども、ちょっときついかなと思っています。

○石田議長 分かりました。

その他、この20日、21日、22日の間で都合の悪いという方はいらっしゃいますか。

９番、山﨑委員。

○山﨑（孝）委員 泊まりが難しいです。

○石田議長 その他全般でご意見、ありますでしょうか。

では、日程については先方と相談させていただきます。

その他宿泊先につきましては、皆さん、いかがでしょうか、よろしいでしょうか。

資料の７番をご覧ください。

あわせて次のところに視察先のＡ・ファームの内容が示しています。宿泊先と視察先につ

きましては、何かありますでしょうか。そちらについてはよろしいですか。

では、日程については後ほど、またちょっと調整するということで、宿泊と研修先はこち

らでよろしいということでよろしいでしょうか、よろしいですか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、研修につきましては、また調整しますが、上半期のスケジュールにつきま

して、全般はこれでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、この（案）という字を消して、決定ということで、よろしくお願いいたし

ます。

また、詳細につきましては、来月の総会で提示してもらうようにいたします。よろしくお

願いします。

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

⑥その他

○石田議長 では、次に参ります。

協議事項⑥その他について事務局より、よろしくお願いします。

○事務局（江口） 協議事項⑥その他はございません。

以上であります。

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

◎諸報告

①会長専決について
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○石田議長 では、諸報告に移ります。

①会長専決について、事務局より、よろしくお願いします。

○事務局（江口） 諸報告、会長専決につきましてご報告させていただきます。

今月の会長専決は４条が１件、５条が９件となっています。ただいま、スクリーンに写真

を映しますのでご確認ください。

事務局からの報告は以上となります。

○石田議長 ありがとうございました。

では、この会長専決について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。

（「なし」の声あり）

無いようですので、会長専決は以上とします。

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

②平成３０年度農業関係予算について

○石田議長 では、次に参ります。

諸報告の②平成30年度農業関係予算について、事務局から、よろしくお願いいたします。

○事務局（渡辺） それでは、諸報告の２点目、平成30年度農業関係予算につきましてご報告

させていただきます。

資料番号は前後してしまうんですが、資料の６をお手元にご用意ください。

こちらが平成30年度の和光市農業振興関係の予算の概要をお示ししております資料となり

ます。

農林水産業費、大きく分けまして、農業委員会費と農業振興費とに分かれております。こ

ちらにつきましては、職員人件費を除いた各事業の経費がお示ししているものになります。

農業委員会費につきましては、４つの事業から構成されておりまして、農業委員会運営、農

業委員会視察研修、農業委員会事務局運営、農地情報管理システムとなっております。

また、農業振興費につきましては、産業支援課によります農業振興部分の費用になります

が、こちらが同じく４つの事業で構成されております。農業振興業務、農地環境保全対策、

都市農業支援、市民農園管理運営となっております。

こちらが平成30年度の予算額、平成29年度の予算額、それぞれ併記しておりまして、増減

額、前年比をお示ししております。合計としましては1,734万2,000円が平成30年度予算、平

成29年度予算が1,634万2,000円、増減額としましては、プラスの100万、前年比としまして

は106％となっております。
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それでは、１枚おめくりくださいますようお願いいたします。

２ページ目に農業委員会費をお示ししております。こちらつきましては、先ほど申上げま

した４つの事業、それぞれの内訳をお示ししているものになります。

農委員会運営につきましては、農業委員会の経常経費になります。委員報酬、委員旅費、

会長交際費、農業会議主催研修時のバス借上料となっておりまして、合計で665万2,000円と

なっております。

続きまして、農業委員会視察研修費になりますが、こちらにつきましては、先進地視察に

係る経費になります。謝礼、委員旅費、バス借上料となっておりまして、合計が36万3,000

円となっております。

続きまして、農業委員会事務局運営につきましては、農業委員会事務局の運営のための経

常経費となります。職員旅費、消耗品、負担金等々となっておりまして、合計が23万円とな

っております。

最後に、農地情報管理システムにつきましては、農地情報公開システムの運用に係る業務

務委託料、現在使用しております農地台帳システムの借上料となっておりまして、合計で98

万6,000円となっております。

次のページをご覧ください。

こちらが農業振興費になります。産業支援課の農業振興担当業務の予算ということになり

ます。

農業振興業務につきましては、農業振興業務に係る、こちらも経常経費となりまして、支

部長謝礼、職員旅費、車両管理に係る費用、負担金等々となっておりまして、126万9,000円

を計上しております。

次に、農地環境保全対策につきましては、これは謝礼、消耗品、多面的機能発揮促進補助

金となっております。合計額としましては121万6,000円となっております。

次に、都市農業支援事業、こちらにつきましては農業用の廃プラスチックの収集処理に係

る経費、農業者及び農業団体の方を対象といたしました補助金の構成となっておりまして、

227万7,000円の計上となっております。

最後に、市民農園管理運営につきましては、市民農園及び農業体験センターの管理運営に

係ります経費、消耗品、光熱水費、修繕費、業務委託料などとなっておりまして、こちらが

434万9,000円の計上となっております。

説明は以上となります。
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○石田議長 ありがとうございます。

ここまでで、何かご意見、ご質問、あったらお願いいたします。

（「なし」の声あり）

○石田議長 よろしいでしょうか。

なければ、次に移ります。

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

③平成３０年和光市議会３月定例会について

○石田議長 諸報告③平成30年和光市議会３月定例会について、事務局より説明をお願いいた

します。

○事務局（渡辺） それでは、諸報告の３点目、平成30年和光市議会３月定例会について報告

をさせていただきます。

こちらは資料の５番をお手元にご用意ください。

先の平成30年３月の定例市議会におきまして、農業委員会及び農業振興業務に関連いたし

まして、手数料条例の改正の提出議案及び一般質問がございましたので、その内容について

ご報告させていただきます。

まず、提出議案につきましては、資料５の議案第８号の手数料の見直しに伴う関連条例の

整備に関する条例を定めることについてになります。こちらにつきましては、第２次和光市

行政改革推進計画の取組に係る手数料の見直しを実施したことに伴い、その額について必要

な改正を行うものとなります。農業関連改正部分につきましては、和光市手数料条例に定め

る手数料の金額の改正となります。

資料の５の２ページ目をご覧ください。

こちらの下段に、(16)といたしまして、農業関係の各種手数料をお示ししております。こ

れまで農家証明、農地転用許可・受理証明書等、農業関連の各諸証明の手数料につきまして

は「200円」でありましたが、こちらが「300円」に改正されることになります。こちらにつ

きましては、本年７月１日以降の申請に係る手数料から適用されることになります。

提出議案の説明につきましては以上となります。

続きまして、同じ資料の、さらに１枚めくっていただきまして、一般質問の内容となりま

す。

今回の一般質問では、２名の市議会議員から質問をいただきました。お手元に発言通告書

をお配りしております。
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発言順位２番、金井伸夫議員、発言順位４番、吉田武司議員になります。

まず、金井議員の質問の内容を報告いたします。

発言順位７、都市農業、一番最後のページをご覧ください。

都市農業、農業委員会に係る農地利用状況調査についての質問になります。質問の概要と

いたしましては、平成29年度に３回実施した農地利用状況調査について、指導対象となった

農地を市街化区域、生産緑地、市街化調整区域ごとに件数と面積及び結果に対する農業委員

会の評価を聞くとの内容となっております。

この質問に対しまして、市民環境部長から行った答弁の概要といたしましては、農業委員

会では平成29年度利用状況調査について、８月、10月、12月に実施している。指導対象とな

った農地については、８月、10月、12月における市街化区域、市街化調整区域、生産緑地面

積をそれぞれお示しして回答しております。この調査結果を踏まえまして遊休農地の発生を

未然に防止するための指導を行い、速やかな解消を図られたとの答弁を行っております。

この答弁に対しましての再質問はございませんでした。

次に、１枚お戻りいただきまして、吉田武司議員の質問をご報告させていただきます。

発言事項２、農業行政、(2)ブランド商品と地産地消について。(4)農業振興についての２

問の質問となっております。

質問の概要といたしましては、和光市が誇る商品等を和光ブランドとして認定する和光ブ

ランド制度につきまして、現在13品目認定されているが、新たなブランド商品開発の状況を

伺う。和光市の農業支援状況と今後の取組について伺うとの内容になっております。

これに対しまして、市民環境部長からの答弁の概要としましては、まず、和光ブランドに

つきまして、現在13品目のうち、市内農作物については一次産品が４品目、加工品が５品目

となっている。現在、イチゴ生産者と市内洋菓子店を結びつけることで新たな商品開発の働

きかけを行っていると答弁しております。

次に、農業支援につきましては、平成30年度に、（仮称）都市農業推進計画を予定してお

り、当計画に都市農業の展開、人材育成、消費者と生産者双方が支え合う仕組みづくりを盛

り込む。また、農業者、農業団体への支援の充実を図っていくとの答弁を行っております。

これに対しまして、再質問がございました。再質問の内容といたしましては、朝霞市にお

いて地元野菜を素材にした新しい商品開発のため、市内飲食店と料理研究家の協力で、新メ

ニューなど10点を考案した。地産地消につながる取組であり、和光市でも積極的に行ったら

いいのではないかといったようなご質問でした。
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この質問に対する市民環境部長からの答弁につきましては、朝霞市の取組はブランド力の

向上につながる有効な支援でありブランド推進の参考としたい。和光市でも現在、飲食店で

の和光産農産物の利用促進に向けて、農業者と事業者を結びつける取組を進めている。この

結びつけの中から新たなブランド開発を働きかけるとの答弁が行われております。

報告は以上となります。

○石田議長 ありがとうございました。

では、これについて何かご意見、ご質問はありますでしょうか、よろしいでしょうか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、次に行きます。

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

④その他

○石田議長 諸報告④その他、事務局よりよろしくお願いします。

○事務局（青木） 諸報告その他で、農業者から寄せられている苦情がありましたのでご報告

いたします。

写真をスクリーンで映しますのでご覧ください。

１点目が新倉八丁目のアグリパークの区域内で、農業体験センターのはす向かいに、Ｄさ

んのイチゴハウスがありますが、そのすぐ脇に軽トラックを駐車して路上生活をしている車

があります。左側のところになります、軽トラックがとまっている位置が。そこで先般、こ

の車からぼやが出まして、警察を呼んで対処したそうですが、本人が飲酒している状態でも

あって動かせなかったということで、そのままそこにいるような状態になっております。そ

の後、大熊委員が窓口にいらしたときに、３月14日でしたが、違法駐車がいるので移動させ

てほしいということで事務局が現場に行きまして写真を撮影しました。現場は軽トラックに

人が寝るような形で、足を窓の外に出して駐車している状況でありました。道路安全課に報

告したところ、朝霞警察署に連絡を入れていただき、その回答としましては、本人もしくは

行政の立会いが必要、車の移動については、その立会いが無いと移動ができないというよう

な回答でした。

その後、先週、Ｄさん夫婦が二人で、産業支援課の窓口に来まして、駐車しているところ

が、ちょうどトラクターの出入り口を塞いでいるような状態なので、何とか移動してほしい

というような相談がありました。そのときの対応としましては、またもう一度、新倉交番に

通報して現場に来てもらうように、自分も立ち会うようにお願いしたところでございます。
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１点目がこちらになります。

２点目が、今のところからＥのほうに向かって、１つ目の交差点を左に曲がったところに

なりますが、ここにトラックとステーションワゴンのような車が２台セットで駐車しており

ました。こちらも先ほどと同じときに、大熊委員から連絡があったものになりますが、現場

を確認したところ、後ろにステーションワゴンがとまっておりまして、その後部席にカーテ

ンのようなものをして、中が見えないような形でドアをあけた状態で人が乗車しているとい

うような状況でした。この２台は同じ所有者のものという話で、夜になるとトラックに乗り

かえて出かけていくようなときがあるということです。

こちらにつきましても、道路安全課には報告させていただきましたが、先ほどと同じよう

な回答であったということで、その対応はこれからになります。

続いて、下新倉六丁目のＦさんの畑についてですけれども、水道道路から清掃センターに

行く通りの水道道路にコンビニエンスストアがあるんですけれども、そこの信号を東側に行

って、１本目の道を左に曲がったところです。こちらがＦさんの所有の畑になるんですけれ

ども、その前に、道路の向かい側の業者が駐車場を今、造成しているんですけれども、大型

トラックが出入りするということで、駐車場の出入りの際に、Ｆさんのほうにガードパイプ

が並んでいるんですけれども、それが邪魔だから取り外してほしいということで道路安全課

に申請して、これを取ってしまったということで、なぜ、このガードパイプが取りつけられ

たというのを道路安全課に確認したところ、市が通行人の安全を確保する部分と、農家さん

の農作業の邪魔にならないように、駐車されないようにするためのガードパイプということ

でありました。それが取り外されると駐車される可能性が出てきて、駐車されると農作業が

しにくくなるというのがＦさんの苦情の内容になります。こちらについても道路安全課には

報告しているところでございます。

以上ですが、コンビニエンスストア裏の件は、会長、どうしますか。

○石田議長 農業委員会は直接関係ありませんが、紹介だけしてください。

○事務局（青木） 新倉交番から清掃センターのほうに、土手に向かっていったところの交差

点に、水道道路の交差点にコンビニエンスストアが昔あって、今こちらを違うコンビニエン

スストアにしようという相談が来ていて、今、マルついている当該建築物という敷地のとこ

ろも含めて、何かコンビニエンスストアにしたいというような相談があるような場所ですけ

れども、この土地に、このご覧のような小屋みたいなものが建てられておりまして、これは

調整区域にいいんでしょうかみたいな質問だったんです。ここは工事する予定ですので、こ



－20－

の後、取り壊されることになると思いますので、問題は無いかとは思うんです。建物として

は建築物に該当するので、違法建築物であるという形になります。

昔、この土地は許可が出ている土地ですが、現在の地目は雑種地になっております。ただ、

調整区域ですので、勝手に建てることはできないものにはなります。

以上です。

○石田議長 ありがとうございました。

これらの件につきまして、ご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。

５番、大熊委員。

○大熊委員 よろしいですか。先ほどの第２工区の駐車の件ですが、ぼやがあった軽トラック

の件、また２台続けてとめてある駐車場の件、もう一件あるんですが、それは余り農作業す

るに当たっては支障が無いということですが、できれば行政と警察並びに道路安全課ですか、

タッグを組んでいただきまして、速やかにどかしてもらいたいというか、何か対処をしても

らいたいなということ。

あと、注意してどかしても、単純に移るだけであって、その場、現況のところから違うと

ころに移るような形なんで、何かイタチごっこみたいな感じなんで、その辺は強く指導して

いただきますので、ひとつよろしくお願いします。

○石田議長 事務局、よろしいでしょうか。

○事務局（青木） 道路安全課と調整して対応していきたいと考えております。

○石田議長 よろしくお願いいたします。

その他ご意見、ご質問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、次にいきます。

諸報告その他、事務局より、よろしくお願いします。

○事務局（青木） 諸報告その他、４点目が農業委員会委員の活動報告になります。

今回の共通事項につきましては、２月の総会の関係になります。ただいまスクリーンに映

しておりますが、２月28日水曜日、農業委員会２月総会、午後２時からということになりま

す。こちら以外の活動の報告をお願いします。

○石田議長 では、私から行きます。

では、３月８日、個人的に利用状況調査ということで畑を見てまいりました。３月９日、

会長専決がありました。３月15日にも会長専決がありました。３月20日、和光市市議会の３
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月定例会閉会日で出席いたしました。３月26日、平成29年度和光市都市農業推進協議会の講

演会がありました。また、その当日の午後、打ち合わせをいたしました。

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 ３月22日、Ａさんの畑を見に行きまして、26日、トキタ種苗講演会、そして今日

の農業委員会総会です。

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 ３月12日、農地の改良に伴う現況を確認、３月16日、農家組合三協支部実行組合

の総会等に参加をさせていただきました。

以上でございます。

○石田議長 続きまして、４番、新坂篤司委員、お願いいたします。

○新坂委員 共通事項以外にありません。

○石田議長 では続きまして、５番、大熊勲委員、お願いいたします。

○大熊委員 先ほどの続きになるんですが、３月13日に坂下出荷組合の定例会に出たときの席

で、いわゆる不法駐車の件で、３月14日に現地調査をいたしまして、農業委員会に電話させ

ていただきました。

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 ３月１日に事務局との打ち合わせがありまして、内容は、今日の協議事項

の１番から５番についてでした。15日も同じくです。

以上です。

○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 ３月22日、白子１－＊＊－＊、Ａ氏から提出された生産緑地に係る農業の主たる

従事者についての証明願に伴う現地調査を、冨澤委員さん、事務局職員と行ってまいりまし

た。３月23日、埼玉会館において開催されました平成29年度農業委員会女性委員等研修会に

出席いたしました。３月26日、市役所602会議室で行われました和光市都市農業推進協議会

講演会に参加いたしました。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。
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続きまして、８番、加藤政利委員、よろしくお願いします。

○加藤委員 ３月１日に事務局と打ち合わせがありまして、これにつきましては資料１、２、

３につきましてです。また同じく３月15日には、同じ内容でまた打ち合わせをさせてもらっ

ております。３月16日、私どもの支部の二軒新田支部の総会に出席をさせていただきました。

それから３月26日、都市農業推進協議会の講演会といたしまして、トキタ種苗さんからの講

演をいただいたところへ出席いたしました。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

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 共通事項だけです。

○石田議長 続きまして、11番、冨岡正浩会長代理、よろしくお願いします。

○冨岡委員 ３月１日と15日に、平成30年度農業委員会の上期のスケジュール、そして農地利

用最適化推進１・１・１運動、視察研修について事務局と打ち合わせをいたしました。

以上です。

○石田議長 ありがとうございました。

では、委員さんの活動報告は以上となります。

諸報告その他、事務局からありますでしょうか。

○事務局（青木） 特にございません。

○石田議長 では、その他全般で、委員さんの皆様、何かございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）

○石田議長 では、本日の議事は以上となります。

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

◎閉会

○石田議長 長時間にわたり慎重なご審議ありがとうございました。

おかげさまで、委員の皆様のご協力によりスムーズな進行ができましたことを感謝いたし

ます。

以上で平成30年和光市農業委員会３月総会を終了いたします。

お疲れさまでした。

閉会 午後 ３時４０分
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