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平成30年第５回 国分寺市農業委員会総会議事録 
 

平成30年５月18日(金)午前９時30分 

第５回国分寺市農業委員会総会を国分寺市役所プレハブ会議室第三に招集する。 

 

出席委員 

(15名) 

欠席委員 

(０名) 

1番  田中 豊   2番  関口 竹人  3番  佐藤 弘    4番 内藤 孝雄 

5番  鈴木 一雄  6番  神山 弘幸  7番  尾又 守     8番  濱野 周泰  

9番 金谷 こずえ 10番  真藤 秀夫   11番  田倉 隆行 12番 本橋 裕司  

13番  池谷 喜市   14番  本多 章雄  15番  小栁 良江 

事務局 

出席職員 
事務局長 浅見 孝  事務局係長 伊原 史浩   係 園田 智也 

 

＜ 議事日程 ＞ 

日程第１ 開会と署名委員指名 

 

日程第２ 前回会議録の承認 

 

日程第３ 会長等の報告 

 

日程第４ 議案審議 

議案第１号 国分寺都市計画生産緑地地区の追加指定について 

議案第２号 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の 

      交付について 

議案第３号 耕作証明の交付について 

 

日程第５   協議事項  

 協議第１号 第 15回農ウォークについて 

 

日程第６ 報告事項 

報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第３号 第 58 回企業的農業経営顕彰事業について 

報告第４号 第 38 回農業後継者顕彰事業について 

報告第５号 今後の日程について 

 

日程第７ その他 

 

                                       

議長（田中 豊）は平成30年第５回国分寺市農業委員会総会の開会を宣言した。 

○ 日程第１  開会と署名委員指名 

議長は，議事録署名委員について，次の２名を指名した。 

９番  金谷 こずえ 委員  10番  真藤 秀夫 委員 
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○ 日程第２  前回会議録の承認 

事務局提示のとおり前回会議録は承認された。 

 

○ 日程第３  会長等の報告 

        以下の会議等に各委員が出席した。 

        ４/24  国分寺ファーマーズ・マーケット運営協力会  

        ４/26  農業祭運営委員会 

        ５/14  農ウォーク実踏 

        ５/15  東京都農業会議 会長職務代理者研究集会 

 

○ 日程第４  議案審議 

議案第１号  国分寺都市計画生産緑地地区の追加指定について 

       議長は，議案第１号１番から６番までを議題とすることを告げ，事

務局説明後,１番を田倉委員，２番を関口委員，３番を佐藤委員，４番

を内藤委員，６番を池谷委員へそれぞれ現地調査報告を求めた。なお，

５番については，「生産緑地地区指定に係る現況が農地である旨の証

明書」の交付のため，４月10日に現地調査を実施しており，平成30年

第４回農業委員会総会にて審議しているため，改めて現地調査は実施

せずに，議案審議のみとする。また，国分寺市農業委員会会議規則第

10条の規定に基づき，３番について審議する際は，内藤委員が退席す

る必要があるため，その際内藤委員は退席した。 

田倉委員  議案第１号１番について，５月10日に，尾又委員，金谷委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地は現在，ジャガイモ，アスパラ

等の野菜類を栽培しており，すべて適切に肥培管理していた。 

関口委員  議案第１号２番について，５月11日に，神山委員，本橋委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地は現在，ネギ，トマト，トウモ

ロコシ等の野菜類を栽培しており，すべて適切に肥培管理していた。 

濱野委員   当該農地について他の生産緑地地区と一団とみなすかについては要

検討となっているが，市の判断になるのか。 

 事務局    市の判断となる。また，今回は単独で指定可能な面積であるが，も

し個々の農地等の面積が300㎡未満である場合は，一団とみなせる場合

には指定できることになる。 

佐藤委員  議案第１号３番について，５月10日に，濱野委員，私と事務局で現

地調査を行った。当該農地は現在，ブルーベリーを栽培しており，す

べて適切に肥培管理していた。 

鈴木職務代理  当該農地について，一度生産緑地地区から削除されている農地か。 

 事務局    当該農地は一度，生産緑地地区から削除されているが，改めて追加

指定を希望されている。当該農地については，当該申請者が所有する，

生産緑地地区に指定されている農地と一体である。 

内藤委員  議案第１号４番について，５月10日に，佐藤委員，濱野委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地は現在，トマト，キュウリ等の

野菜類を栽培しており，すべて適切に肥培管理していた。 

池谷委員  議案第１号６番について，５月14日に，田中会長，真藤委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地は現在，サツマイモを栽培して
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おり，すべて適切に肥培管理していた。 

議 長    本議案について審議の結果，各委員の確認することに異議がないの 

 で，議案第１号１番から６番について全員一致で承認とする。 

 

議案第２号 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の 

交付について 

議長は，議案第２号１番から５番までを議題とすることを告げ，事務

局説明後，１番を鈴木職務代理，２番を内藤委員，３番を池谷委員，

４番と５番を真藤委員にそれぞれ現地調査報告を求めた。 

鈴木職務代理  議案第２号１番について，５月11日に，小栁委員，本多委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地は現在，ハナミズキ，ドウダン，

モミジ等の植木類を栽培しており，すべて適切に肥培管理していた。 

内藤委員  議案第２号２番について，５月10日に，佐藤委員，濱野委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地は現在，トマト，ナス，キュウ

リ等の野菜類を栽培しており，すべて適切に肥培管理していた。 

池谷委員  議案第２号３番について，５月14日に，田中会長，真藤委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地は現在，トマト，キュウリ，ト

ウモロコシ等の野菜類を栽培しており，すべて適切に肥培管理してい

た。 

真藤委員   議案第２号４番・５番について，５月14日に，田中会長，池谷委員，

私と事務局で現地調査を行った。当該農地は現在，エダマメ，ナス，

ジャガイモ等の野菜類を栽培しており，すべて適切に肥培管理してい

た。 

 議 長  本議案について審議の結果，各委員の確認することに異議がないの 

で，議案第２号１番から５番について全員一致で承認とする。 

 

議案第３号 耕作証明の交付について 

議長は，議案第３号１番を議題とすることを告げ，事務局説明後，本

多委員に現地調査報告を求めた。 

本多委員  議案第３号１番について，５月11日に，鈴木職務代理，小栁委員，

私と事務局で現地調査を行った。当該農地は現在，トマト，ネギ，ズ

ッキーニ等の野菜類を栽培しており，すべて適切に肥培管理していた。 

 議 長  本議案について審議の結果，各委員の確認することに異議がないの 

 で，議案第３号１番について全員一致で承認とする。 

 

○ 日程第５  協議事項 

協議第１号 第15回農ウォークについて 

議長は協議第１号を議題とすることを告げ，事務局へ説明を求めた。 

事務局    第15回農ウォークの開催にあたり，コース・タイムスケジュール・

班長（３名）・お土産を決定していただきたい。 

議 長    協議第１号について協議の結果，訪問する農家は地区担当委員・事

務局により提示されたとおりとして，農家へ依頼する。また，タイム

スケジュールは各班が10分おきに同じルートを歩くものを基本とする。

お土産はＪＡに参加者分（１人500円）を依頼する。参加については，
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小学生は保護者同伴とする。班長について，以下のとおりに決定する。 

     １班 尾又委員 ２班 真藤委員 ３班 池谷委員 

 

○ 日程第６  報告事項 

報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出に係る専決処理について 

 報告第１号について，事務局より資料を基に１件報告した。 

 

報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出に係る専決処理について 

 報告第２号について，事務局より資料を基に４件報告した。 

 

報告第３号 第58回企業的農業経営顕彰事業について 

 報告第３号について，事務局より資料を基に報告し，６月の農業委 

員会総会にて推薦者を審議するため，６月８日を期限に委員へ推薦を 

依頼した。 

 

報告第４号 第38回農業後継者顕彰事業について 

 報告第４号について，事務局より資料を基に報告し，６月の農業委 

員会総会にて推薦者を審議するため，６月８日を期限に委員へ推薦を 

依頼した。 

 

報告第５号 今後の日程について 

 報告第５号について，事務局より資料を基に報告した。６月27日に 

開催される農業委員会地区別広域連携会議について，田中会長・鈴木 

職務代理・事務局が参加することを全員で確認し，会議終了後に懇親 

会を実施することに決定した。 

 

○ 日程第７ その他 

 

議 長  平成30年第６回農業委員会総会は，６月20日(水)午前９時30分より

国分寺市役所プレハブ会議室第三にて開催する。 

 

                                       

 

上記の会議のてん末を記載し，その相違ないことを証するため，ここに署名する。 

 

平成30年５月18日 

国分寺市農業委員会 

       会 長   田中  豊 

 

署名委員 

 

 

        署名委員 


