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開会 午後 ２時００分

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

◎開会

◎開議

○事務局長（深野） ただいまから、平成30年和光市農業委員会11月総会を開会いたします。

先般行われましたが、共進会には皆さんにご協力いただき、昨年を上回る件数が出ていま

して、ありがとうございました。

それでは、この後の議事進行を、石田会長よろしくお願いいたします。

○石田会長 では、改めまして、皆さんこんにちは。

先般の和光市民まつり、そして農産物共進会と大変ご苦労さまでした。大変盛り上がって、

すばらしい行事となったと思います。

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いたします。

それでは、平成30年和光市農業委員会11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、５番、大熊委員、６番、山﨑とよ子委員を指名い

たします。

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

◎提出議案

議案第２２号農地法第３条許可申請について

議案第２３号農地法第３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22号 農地法第３条許可申請についてを上程いたします。

なお、議案第22号と議案第23号は関連していますので、事務局で一括して説明をお願いい

たします。

（事務局朗読説明）

○事務局（野口） 農地を農地のまま耕作する目的で、権利の設定や移転を受ける場合、農業

委員会の許可が必要となります。農地法第３条の許可申請については、市町村農業委員会が
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許可権者となっていますので、農業委員会の判断が最終的な決定となります。

本案件は、農地法第３条の許可申請になりますが、市内農業者のＡさんが譲受人となりま

す。また、譲渡人のＢさん、Ｃさんは同じく市内にお住まいですが、農業経営を廃止する意

向であり、農業経営規模拡大の意向である譲受人との間で合意に達したため、今回の申請に

至りました。

許可要件との整合性についてですが、まず、譲受人が所有している全ての農地を効率的に

利用しているかにつきましては、Ａさん及び世帯員の方が所有されている市内全ての農地を

11月21日に鳥井委員と調査しましたが、違反地を含む不耕作地はありませんでした。今、ス

クリーンにお映ししますので、ご確認ください。

また、Ａさんは朝霞市と新座市にも農地を所有されていますが、そちらにつきましても両

農業委員会から耕作がされている旨の確認がとれており、違反地、不耕作地はありません。

なお、申請地において、現在作付されている状態ですが、収穫ができ次第、畑をきれいに

してＡさんに明け渡すことになっており、Ａさんもそれについて了承されています。

農機具の保有状況としましては、耕運機３台、トラック１台、軽トラ１台等を保有してお

ります。農業の技術面につきましては、Ａさんご自身が農作業経験年数51年、奥様が36年、

長男が16年、長男の妻が12年となっています。労働力としましては、譲受人であるＡさんご

自身は年間従事日数300日、その他の世帯員につきましては、奥様が200日、長男が300日、

長男の妻が150日となっており、譲受人及び世帯員が常時農業に従事することが可能かとい

う常時従事要件についても、世帯員として年間150日以上従事しておりますので、問題あり

ません。

次に、下限面積要件についてですが、現在の経営面積が１万7,214平米を保有しており、

5,000平米に達しているため問題ありません。

最後に、地域との調和要件ですが、譲受人は新倉８丁目にほかにも農地を所有しており、

周辺農地の効率的、総合的な利用に支障はないかと思われます。

以上の点を踏まえまして、農地法第３条の許可要件を満たしているかご審議ください。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

ただいま写真を見ていただいておりますが、10番、鳥井委員に現地確認に行っていただき

ました。

それでは、10番、鳥井委員から現地確認の報告をお願いいたします。
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○鳥井委員 全ての畑を確認させていただきました。

植木が植わっている畑が大多数なんですが、植木もしっかり管理されていまして、ほかの

野菜も耕作しているところは、農地全てがしっかりと管理されておりまして、効率的に利用

されていたので、全く問題がなかったと思われます。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

では、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。

（「なし」の声あり）

○石田議長 では、よろしいでしょうか。

では、採決に移ります。

まず、議案第22号につきまして、承認という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、議案第22号は承認されました。

続きまして、議案第23号につきまして、承認という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、議案第23号は承認されました。

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

議案第２４号相続税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24号 相続税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

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
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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Ｄさんからの申請となります。被相続人のＥさんは、大正12年10月１

日に出生し、平成30年２月16日に94歳でお亡くなりになられています。亡くなる数年前まで

農業に従事されており、その後も資金面でのご協力があったと伺っています。相続人のＤさ

んはＥさんの長男で、現在66歳、平成30年度の8.1調査で年間農業従事日数は300日となって

おります。

今回申請された農地は33筆で、いずれも市街化調整区域内にあります。農地の現在の状況

につきましては、11月15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。今、スク

リーンにお映しいたしますので、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。

ただいま写真を見ていただいていますが、現地確認に行った５番、大熊委員に報告をよろ

しくお願いいたします。

○大熊委員 11月15日に事務局と同行で圃場を見ました。適正に管理されており、全く問題な

いと思います。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

ただいま写真もご確認いただきましたが、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。

よろしいでしょうか。ありませんか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、ないようですので採決に移りたいと思います。

議案第24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、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１２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。
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協議事項①、平成30年和光市農業委員会12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） 協議事項①12月の農業委員会総会の日程についてですが、12月26日水曜日

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

いいたします。

また、１月の総会については、１月30日水曜日午前10時を候補日と考えております。同日

夜にはあさか野農業協同組合との合同の新年会を開催予定ですので、ご予定をお願いいたし

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が、12月26日水曜日午前10時ということで

すが、現段階で都合の悪い方はいらっしゃいますか。

○冨澤委員 この時期は都合が悪いです。

○石田議長 わかりました。

そのほか都合の悪い方はいらっしゃいますか。

（発言する者なし）

○石田議長 大丈夫ですか。

では、12月26日水曜日午前10時から庁議室ということで、よろしくお願いいたします。

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

②平成３０年度第３回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②平成30年度第３回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②の平成30年度第３回農地利用状況調査の実施体制について説明

いたします。

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。和光市では現在、年３回調査を実施していて、今回が３回目の調査となります

ので、この実施体制についてご協議ください。

資料１をご覧ください。

調査方法としましては、前回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。
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続いて、実施体制ですが、お手元に事務局案を配付いたしましたのでご確認ください。こ

ちらも前回同様、１班、下新倉・白子・南・中央エリアを石田会長、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、２班、新倉・丸山台エリアを冨岡代理、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。

調査に当たりましては、委員の皆様に事前にご確認いただいた農地や前回指導対象となっ

ていた農地を中心に事前に事務局で確認の上、調査を実施いたします。まだ事務局までご報

告いただいていない委員の皆さんは、総会後に事務局までご報告をお願いいたします。

今回の調査日の案として、12月12日水曜日の午前、13日木曜日の午前、午後に実施したい

と考えております。

なお、山﨑とよ子委員が13日は都合が悪いとのことなので、可能であれば２班は12日水曜

日の午前中にお願いできればと存じます。また、14日金曜日午後を雨が降った場合等の予備

日として考えております。

２回目の調査結果に基づく指導後の改善状況につきましては、この後の諸報告のその他で

ご説明いたします。

以上、利用状況調査の実施体制について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が、利用状況調査の実施体制ですが、前回

同様２グループに分けて実施したいと思います。日程につきましては、12月12日の午前と13

日の午前と午後、それで、14日の午後を予備日としておりますが、皆様のご都合はいかがで

しょうか。

まず、２班は12日水曜日の午前中だと都合がいいということですが、いかがでしょうか。

都合の悪い方は、いらっしゃいますか。

（発言する者なし）

○石田議長 では、２班は12日水曜日午前中ということでお願いいたします。

１班は13日の午前か午後ということになりますが、ご都合はいかがですか。

（「大丈夫です」の声あり）

○石田議長 では、午前と午後どちらがよろしいですか。

午前中からにしておきますか。どうですか、午後のほうがいいですか。皆さんの都合で。

８番、加藤委員、どうですか。

○加藤委員 午後でよければ午後でお願いできれば都合がいいです。
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○石田議長 そのほかの委員さん、大丈夫でしょうか。13日の午後ということで。

（「大丈夫です」の声あり）

○石田議長 では、１班は13日木曜日の午後１時半に、２班は12日水曜日の午前９時半に市役

所に集合でお願いいたします。

ここまでよろしいでしょうか。

（発言する者なし）

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

③その他

○石田議長 では、続きまして、協議事項③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③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、次に諸報告に移ります。

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３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 ただいま写真を見ていただきましたが、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。

では、会長専決は以上となります。

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

②その他

○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） 続きまして、農業委員会委員の活動報告になります。

10月、11月分の活動の共通事項につきましては、10月30日の農業委員会10月総会、11月10
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日、11日の市民まつり農産物共進会と記入してください。

それ以外の活動がございましたら、ご報告をお願いします。会議等に出席した場合には、

その内容を含めてご報告ください。

説明は以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

それでは、10月、11月分の活動報告について、委員の皆様からの報告をしていきたいと思

います。

私から説明させていただきます。

11月19日、都市農地制度に関する意見交換会ということで、ＪＡあさか野、あさか野農業

協同組合の本店２階の会議室で会議がありました。意見交換の内容につきましては、生産緑

地所有者への特定生産緑地制度の周知、特定生産緑地指定の事務手続、各行政における条例

改正状況、都市農地賃借の円滑化に関する法律ということで、その他ということで意見交換

をさせていただきました。

また、11月26日、農協の関係者がいらっしゃいまして、面会をいたしました。

私からは以上です。

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 共通事項以外はありません。

○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 11月18日、下新倉６丁目地内の農地の現況確認をさせていただきました。利用状

況調査の事前の確認ということで個人的に確認いたしましたが、ちょっと草が伸びてしまっ

ていたところがありましたので事務局に話をしております。

○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 11月２日、市民まつり実行委員会で市民まつりのＰＲイベントとして駅前でパン

フレットの配布に行ってきました。

続いて、11月８日、人参共進会で人参の坪掘りに参加してきました。

以上です。

○石田議長 続きまして、５番、大熊勲委員、お願いいたします。

○大熊委員 同じく、11月８日が人参の坪掘共進会に参加しました。

11月15日、相続税の納税猶予の新規の申請で１件、圃場を事務局に同行して確認してきま

した。



－11－

11月27日、納税猶予の３年ごとの証明で、圃場を事務局に同行して見てきました。

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 共通事項のみです。

○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 共通事項のみです。

○石田議長 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 共通事項のみです。

○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 共通事項のみです。

○石田議長 続きまして、10番、鳥井俊之委員、よろしくお願いします。

○鳥井委員 まず、11月８日に人参の坪堀共進会で行ってまいりました。

11月14日、都市計画審議会に出席いたしました。

11月21日、先ほどお話しました議案第22号の調査を、Ａさんの農地の利用状況の確認に行

ってまいりました。

以上でございます。

○石田議長 続きまして、11番、冨岡正浩委員、お願いいたします。

○冨岡委員 19日に納税猶予の引き続き農業経営を行っている旨の証明の現地確認に行ってま

いりました。

以上です。

○石田議長 ありがとうございます。

委員の皆様からの報告は以上となります。

続きまして、諸報告②その他、事務局から何かありますか。

○事務局（野口） その他、９点ございます。

１点目は、12月号の農家だよりです。本日配付しました資料２をご覧ください。

修正や何か追加した方が良い点がございましたらご指摘ください。特に問題がないようで

したら、この内容で配布いたします。

また、来月号に掲載した方が良い内容がありましたら、12月10日までに事務局までご連絡

ください。

２点目は、12月の各委員の会議等の予定です。
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12月３日月曜日午後２時から第２回農産物共進会実行委員会が開催されます。こちらは石

田会長、新坂委員、大熊委員、鳥井委員がご出席予定です。また、同日午後２時30分から農

業関係者懇談会が開催されます。内容としましては、和光市都市農業振興計画についての意

見交換となります。こちらは農業委員会が主催となりますので、委員の皆様にご出席いただ

きます。進行につきましては、石田会長にお願いいたします。委員の皆様は意見交換にご参

加いただければと存じます。懇談会が午後２時30分からなので、10分前には６階産業支援課

窓口までお越しください。ご都合が悪い方がいらっしゃいましたら、後ほど事務局までご連

絡ください。

また、12月７日に第５回市民まつり実行委員会と広報部会が開催されます。こちらは新坂

委員がご出席予定です。

３点目は、11月10日、11日に開催されました和光市民まつり農産物共進会についてのご報

告です。

資料３をご覧ください。

農業委員の皆様には、ご多用の中人参共進会、農産物共進会にご協力いただきありがとう

ございました。共進会につきまして、何かございましたら来週月曜日の共進会の反省会の中

で伝えていただきますので、皆様からもし今ご意見がありましたらお願いいたします。

気がついた点とか、こうした方がいいとかありましたら。

○新坂委員 12月７日の市民まつりの件ですけれども、この日は消防団の行事が入っているの

で欠席します。

○事務局（野口） わかりました。

振り返って今度こうしたいとか、何かありましたらお願いします。

○冨岡委員 ３日の、すいません、もう一度言っていただけますか。

○事務局（野口） 12月３日の農業者懇談会の方でよろしいですか。午後２時半から役所の

602会議室で行います。こちら、今年の１月にやったものです。毎年１回やっていまして、

それを今度12月３日の２時半からちょうど支部長さんとかも共進会の反省会でいらしていま

すので、そちらの会議が２時から２時半までやりまして、２時半から支部長さん等も入れて、

農業委員、農業者団体を入れて意見交換を行います。

内容につきましては、和光市都市農業振興計画についての意見交換を行います。

○大熊委員 ２時半でいいんですか。

○事務局（野口） ２時半でお願いします。
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共進会の方はよろしいですか。

続きまして、４点目です。

４点目は、９月に実施しました第２回目の利用状況調査結果に基づく指導後の改善状況を

お示しします。これからスクリーンに映しますので、ご確認ください。

続きまして、５点目となります。

今年９月30日に関東地方に上陸した台風24号による農業施設等に多数の被害に対する国に

よる支援事業が実施されることになりました。詳細につきましては、こちらの農家だよりに

示してありますので、ご覧いただければと思います。

６点目は、相談の報告になります。

西本村集落のＦさんの長女の方が役所に来て、相談がありました。内容としましては、Ｆ

さんが施設に入られてしまって、農地の管理ができないので、売るなり貸すなりしたいとい

う相談でした。農地の場所は今示した新倉８丁目の＊＊＊＊で864平米になります。北側の

畑が練馬にお住まいのＧさんの農地で、南側の２区画が今回の議案にありましたＡさんとい

うことになっております。

今後、農業委員会としてどのような対応を図るのがよいのかにつきましては、４部会立ち

上げた中に農地集積集約部会がございますので、そちらと連携して進めていければなという

ふうに考えております。

７点目につきましては、議会の一般質問がありました件についてご報告です。

今年の12月議会につきまして、富澤啓二議員から、都市農業保全への学校給食用農地のＰ

Ｒについての質問がありました。質問の意図として、都市農地をＰＲしていきたいという趣

旨で質問をされたということです。

８点目につきましては、新規就農について、Ｈさんの活動がありましたので、前回の総会

時点からの動きについて、鳥井さんからご報告いただければと思います。

○鳥井委員 その後も、曜日は不確定なんですが、毎週大体、週に一度来ていただいておりま

して、今、いろんな作業をやってもらっています。しっかりと最後までやってくれていまし

て、それで、私の両親であったり、ほかに私の畑を手伝ってくれている人がいるんですけれ

ども、そういう人たちともよくしゃべったりされていますので、ほかの農業者の方とも、そ

ういう意味ではうまくコミュニケーションをなされているんじゃないかなというふうに思っ

ています。

○事務局（野口） 追加で、市民まつりの共進会で２日間ともお手伝いをしたいというご意見
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がありまして、２日間手伝っていただきまして、２日目は農業後継者のほうがブースを出し

て野菜を売っていましたので、そこに入って、ずっと売り子をやっておりまして、後継者か

らもすごく評判がよかったようです。引き続き、こういった形でいろんなところでご紹介し

ていければなと考えております。

８点目は以上です。

最後、９点目は、テレビ番組の宣伝となります。

まず、明日、11月30日金曜日９時55分から、高田純次氏が出演しているじゅん散歩という

番組が今週東武東上線でやっていまして、明日が和光市になりますので、こちら、駅前の軽

トラ市を取材していましたので、ぜひ皆さんご覧いただければと思います。

続いて、12月８日土曜日、ついにアド街ック天国で和光市が放映されます。12月８日土曜

日の９時からです。こちらも軽トラ市が取材されていますので、ぜひ皆さん、こちらを見て

いただければと思います。ぜひ皆さんも知り合いに宣伝していただければと思います。

説明は以上となります。

○石田議長 ありがとうございます。

委員の皆様から、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。

何かご意見、ご質問。

よろしいですか。

（「なし」の声あり）

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

◎閉会

○石田議長 それでは本日の議事は以上となります。

本日もスムーズな議事運営に協力をいただき、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11月総会を閉会いたします。

皆様、お疲れさまでした。

閉会 午後 ２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。

平成 年 月 日

和光市農業委員会議長

署名委員

署名委員


