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３月23日（土）
うど見学会の内容
■ うど農家の見学

共催
国分寺市農業委員会
国分寺市都市農政推進協議会
ＪＡ東京むさし国分寺地区

ＪＡ東京むさし国分寺支店２階ホール集合

午前９時30分～午後２時頃

※昨年と同じ内容です（訪問農家・昼食等）
※うどの室（むろ）には入りません。

・市内を代表するうど農家さんを見学します

■ うど料理やこくベジのお弁当の昼食
・ＪＡ東京むさし国分寺地区の女性部の皆様が作ったうど料理
・こくベジを使用したお弁当

■ 懇談会

・農業者と参加者の懇談会

★うど /うど料理のレシピ

をお土産としてお渡しします！
▲うど農家の見学

昨年初開催した「うど見学会」を今年は土曜日
に開催します。うど農家さんを見学した後，ＪＡ
東京むさし国分寺支店にてうど料理やこくベジ
弁当の昼食と農業者との懇談会を行います。
国分寺市の特産でもあるうどについて，見て・
聞いて・食べて，楽しめるイベントです。
※先着順の募集となります。

お申込み方法

▲こくベジ弁当のイメージ

参加者募集！！

費用

先着30名

電話にて申込受付

対象

３月４日（月） ８時30分～
TEL: 042-325-0111（内線394）
国分寺市農業委員会事務局（市役所経済課農業振興係）
※募集の詳細は３月１日号 市報をご覧ください。

２・３Ｐ 特定生産緑地について 他

注意

▲うど料理のイメージ

1,000円（昼食・保険代等）
当日会場にて集金
小学生以上の市内在住・在勤・在学・在活の方

※小学生は保護者同伴
雨天決行／畑へ歩いて移動するため，
歩きやすい格好で参加
自転車来場可／自動車来場不可

４Ｐ 農業祭・生産緑地の追加指定について

１

平成30年11月上旬に市内４箇所で地区別懇談会
を開催しました。当日は東京都農業会議の北沢事
務局長・松澤部長より「新たな都市農地制度につい
て」（主に特定生産緑地制度と都市農地の貸借の円
滑化に関する法律について）講演をいただき，市の
まちづくり計画課より「特定生産緑地の指定スケ
ジュールについて」説明を行いました。
さらに,平成31年１月24日には「都市農地の貸借の
円滑化に関する法律」について，ＪＡ東京むさし国分
寺地区と共催で説明会を開催し，東京都農業会議
の松澤部長にご説明いただきました。多数の方にご
参加いただきまして，ありがとうございました。

▲

ＪＡ東京むさし国分寺支店
地区別懇談会の様子

特定生産緑地の指定について…
特定生産緑地の指定について
特定生産緑地制度は，現在の生産緑地の指定告示
から30年を迎える前に買取申出の開始時期を所有者
等が自らの意思により10年延長する制度で，特定生
産緑地に指定しない場合は固定資産税が段階的に宅
地並み課税に移行するほか，新たに相続税納税猶予
制度の適用が受けられなくなります。
平成31年１月にまちづくり計画課より，平成４年
に生産緑地に指定された農地所有者の方を対象に下
記の２点を送付しました。
①「申出基準日到来通知」
指定から30年経過が近く到来することを通知
②「意向アンケート」
指定の意向や課題を把握する事前調査

★お問い合わせ★
特定生産緑地の指定に関して
まちづくり部まちづくり計画課（内線454）
都市農地の貸借の円滑化に関する法律
その他農地に関すること
市民生活部経済課農業振興係
農業委員会事務局（内線394）
都市農地の貸借の円滑化に関する法律については，
「農業委員会だより第35号」及び配布している「都市農
地貸借円滑化法が施行されました」をご参照ください。
（農業委員会事務局にて配架しています。）
H34
2022年

１.特定生産緑地を
選択する

固定資産税等

納税猶予

★指定の申請は平成31年８月頃より開始予定です。
★平成５年以降に追加指定された生産緑地について
申出基準日が近く到来する時期（指定告示から30年
を経過する前）に，「申出基準日到来通知」を送付
します。また，指定年月日が不明な場合には，まち
づくり計画課（内線454）へお問い合わせください。

告示から
30年経過

指
定
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買取申出

2032年
10年毎に更新が可能です

●従来どおり農地課税となります。
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●相続税納税猶予は継続されます。
また，相続の発生により新たに相続税納税猶予制度が適用できます。
●10年毎に延長の可否を判断できます。
また，途中でも農業の主たる従事者の死亡または故障の要件があれば，
買取り申出は可能です。
H34
2022年

2.特定生産緑地を
選択しない

告示から
30年経過

●段階的に宅地並み課税となります。

固定資産税等

納税猶予

買取申出
その他
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●現世代に限り，相続税納税猶予は継続されます。
相続の発生後，次世代の方は新たな相続税納税猶予制度を適用できません。
●30年経過を理由に，いつでも買取り申出をすることができます。

●30年経過後は，特定生産緑地を選択することはできません。
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市では，平成30年11月３日に市政の振興や公共福
祉の増進に寄与された方々に表彰を行いました。
農業関係の受賞者の方は下記のとおりです。

【技能功労】
本𣘺 康一 氏（戸倉）
植木職として技術の向上と業界の発展に尽力

【農林功労】
濱仲 勝男 氏（戸倉）

鈴木 勝 氏（東恋ヶ窪）

農業関係団体の役員として農業の振興に尽力

市のホームページ「農業委員会」にて，下記を掲載
しています。是非ご覧ください。

・過去の農業委員会だより
・農業委員会総会議事録（平成28年以降）
・各種申請の受付について
＜検索方法＞
国分寺市役所ホーム＞市政情報＞行政委員
会・審議会など＞農業委員会

農業委員会が発行する各種証明書等の手続きについてご案内します。
ご不明点等がある方については事前にご相談・お問い合わせをお願いします。

農業委員会総会で審議する必要がある証明書
農業委員会総会で審議する必要がある証明書
・相続税の納税猶予に関する適格者証明書
・相続税の納税猶予に係る引き続き農業経営を行っている旨の証明書
・生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書
・耕作証明書
・農地法第３条に関する許可書
・現況が農地である旨の証明書（生産緑地指定に係る現況が農地である旨の証明書）
１ 申請
「審議される総会の前月の25日」までに必要な書類を添えて，
農業委員会事務局の窓口（市役所第３庁舎１階）へ提出してください。
２ 現地調査
申請者の方(またはご家族等，農地の状況がわかる方)のお立会が必要です。
３ 毎月20日の総会で審議後，証明書の発行
証明書は農業委員会総会で承認後に発行されますが，事務処理のため数日要します。
※上記の手続きには合計で約１～２ケ月月を要します。
税務署等の証明書提出先の手続き期限を確認し，余裕を持った申請をお願いします。

農業委員会総会で審議する必要がない届出等
農業委員会総会で審議する必要がない届出等
・農地法第３条の３の届出（相続があった旨の届出）
・農地法第４条・第５条の農地転用届出
・農地の一時転用届出
・農地転用の受理証明書（過去に農地転用の届出または許可がされていることの証明）
１ 届出
必要書類を揃えて，農業委員会事務局の窓口（市役所第３庁舎１階）へ提出してください。
２ 受理通知書等の発行
書類について，不備がないことや該当農地を確認した後に受理通知書等を発行します。
※農地転用届出については，届出から発行まで概ね２週間要します。
余裕を持ったお手続をお願いします。

３

11月３日（土）・４日（日）に毎年恒例の農業祭が開催
されました。
品評会への出品数も昨年よりも増加し，即売や宝船
の宝分けにも多くの来場者が列を作り，今年も大賑わ
いとなりました。
農業委員会としては，新たな取り組みとして「農業委
員会コーナー」にて花の種の配布を行いました。これ
は市内農業者や農業祭に来場される方に農業委員会
活動のＰＲを行うために，ＪＡ東京むさし国分寺地区協
賛のもとで実施したものです。当日は用意した500袋を
全て配布し，好評をいただきました。

▲

▲農業委員会相談コーナー

▲品評会の様子

▲農業祭名物の宝船

前回の農業委員会だよりでもお知らせしました農
地利用状況調査について，今回の調査結果・内容
は下記のとおりです。
また，調査の結果，文書または口頭にて指導を
行った農地について，課税課同行の上で再調査を
行いました。
農地に対する税制などの優遇制度は，適正な農
地利用を前提としています。肥培管理不良な状態
が続きますと，固定資産税の評価が非住宅用地
(更地や駐車場等)に変わる場合がありますので，
引き続き適正な肥培管理をお願いします。

指導件数 市内合計 24件
２件…東元町・西元町・泉町・本多
４件…内藤・日吉町・恋ヶ窪
８件…北町・並木町・新町・高木町
５件…戸倉・東戸倉・富士本
５件…西町・光町
主な指導内容（右記写真は一例）
例
① 下草繁茂/肥培管理不良
② 剪定枝や農業に無関係な放置物
③ 隣地や道路への生垣等の越境

４

配布した花の種
クリサンセマム

①

平成31年の募集の詳細については，
２月１日号市報をご覧ください。
⇒お問い合わせ まちづくり計画課（内線454）

申請期間：２月１日(金)～

４月26日(金)
過去に農地転用の届出をした土地の指定を希望する場合
①登記地目の変更
②農業委員会へ
「生産緑地地区指定に係る現況が農地である旨の証明
願」の提出 ※３月25日（月）までに提出してださい
⇒お問い合わせ 農業委員会事務局（内線 394）

下草繁茂

③

生垣の道路への越境

