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平成30年第９回 国分寺市農業委員会総会議事録 
 

平成30年９月20日(木)午前９時30分 

第９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 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書の交付について 

議案第２号 相続税の納税猶予に関する適格者証明書の交付について 

議案第３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 

 

日程第５    協議事項 

協議第１号 農地利用状況調査について 

協議第２号 地区別懇談会について 

協議第３号 清瀬市農業委員会視察研修について 

協議第４号 議員との懇談会について 

 

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 平成 30年度農業功労者表彰候補者の推薦について 

報告第４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９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 
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議長は，議事録署名委員について，次の２名を指名した。 

３番  佐藤 弘 委員  ４番  内藤 孝雄 委員 

 

○ 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。 

   ８/21 東京都農業会議臨時総会 

   ９/14 農業祭運営委員会 

 

○ 日程第４  議案審議 

議案第１号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書の交付について 

 議長は，議案第１号１番を議題とすることを告げ，事務局説明後，

１番を池谷委員に現地調査報告を求めた。 

 池谷委員     議案第１号１番について，９月６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，エダマメ等の野菜類を

栽培しており，その他は未作付でしたが，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関する適格者証明書の交付について 

 議長は，議案第２号１番を議題とすることを告げ，事務局説明後，

１番を佐藤委員に現地調査報告を求めた。 

佐藤委員   議案第２号１番について，９月７日に，内藤委員，私と事務局で現

地調査を行った。当該農地は現在，東恋ヶ窪四丁目の農地でネギ，ナ

ス，サトイモ等の野菜類を栽培しており，東恋ヶ窪六丁目の農地でカ

ボチャを栽培，その他は作付け準備中ですべて適切に肥培管理してい

た。なお，東恋ヶ窪四丁目の農地南側に砂利を敷き，その一部を直売

所として使用している場所があったため，耕作の目的に供する土地と

するように指導した。よって本案件の人物は相続税の納税猶予制度を

適用するに適格だと考える。 

 事務局    佐藤委員より報告のあった当該農地の直売所について，指導後の９

月18日に事務局にて撮影した写真を提示するため，参考の上で審議い

ただきたい。 

 議 長    写真では砂利が撤去されている状況だが，よしずや柵等についても

撤去してもらうべきではないか。 

佐藤委員   農作物の栽培に必要ないのであれば，撤去した上で税務署に申請す

るように指導すべきと考える。 

 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番について，「本案件の人物は，相続税の納税猶予制

度を適用するに適格である」と全員一致で承認し，証明書を発行する。   

             併せて，よしずや柵等の農作物の栽培に必要でないものについては，
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納税猶予の適用を受ける農地から撤去した上で税務署に申請するよう

に指導する。 

 

議案第３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３号１番から４番までを議題とすることを告げ，事

務局説明後，１番と２番を真藤委員，３番を池谷委員，４番を神山委

員へそれぞれ現地調査報告を求めた。 

真藤委員   議案第３号１番と２番について，９月６日に，田中会長，池谷委員，

私と事務局で現地調査を行った。当該農地では，ニンジン，ナス，サ

トイモ等の野菜類，ケヤキ，ドウダンツツ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。 

池谷委員  議案３号３番について，９月６日に，田中会長，真藤委員，私と事

務局で現地調査を行った。当該農地では，ネギ，ナガイモ等の野菜類，

カキ，イチジク等の果樹類，ハナミズキ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。 

神山委員  議案第３号４番について，９月７日に，関口委員，本橋委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，ミカン，ブルーベリー等

の果樹類，サツキ，ツツ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。 

 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番から４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 農地利用状況調査について 

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    農地利用状況調査について，指導文書の案を示すので，内容につい

て協議いただきたい。なお，昨年からの変更点として，指導文書に特

定生産緑地に関する記載を追加している。 

議 長     協議の結果，指導文書は事務局提示のものを基本として，詳細な内

容については，10月の総会にて事例ごとに協議する。 

 

協議第２号 地区別懇談会について 

 議長は，協議第２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    地区別懇談会について，東京都農業会議に依頼する講演のテーマを

協議していただきたい。 

議 長    協議の結果，テーマについては「新たな都市農地制度について」と

する。また，詳細な内容は前回総会にて決定したとおり，特定生産緑

地制度・都市農地の貸借の円滑化に関する法律・コンクリート張り農

地について講演いただく。なお，委員の挨拶や司会進行等の役割につ

いては次回総会にて決定する。 
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協議第３号 清瀬市農業委員会視察研修について 

 議長は，協議第３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    清瀬市への視察について，清瀬市農業委員会長及び事務局へ依頼を

し，承諾いただいた。日程や内容について案を示すので，協議いただ

きたい。 

議 長    協議の結果，内容については清瀬市の圃場見学及び清瀬市農業委員

会との意見交換会とする。意見交換会のテーマは「特定生産緑地制度

の周知」「農地利用状況調査について」を案とする。日程については１

月下旬から２月上旬の複数日を候補日に挙げ，清瀬市へ打診する。 

 

協議第４号 議員との懇談会について 

 議長は，協議第４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    協議第４号について，日程や内容を協議いただきたい。 

議 長    協議の結果，日程については２月上旬を候補に調整し，内容につい

ては以下を案とする。 

       ・東京都農業会議による講演 

       ・国分寺市の農業について説明 

       ・懇談等 

 

○ 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 平成30年度農業功労者表彰候補者の推薦について 

 報告第３号について，事務局より資料を基に報告し，各委員に候補 

者の推薦を依頼した。 

 

報告第４号 今後の日程について 

 報告第４号について，事務局より資料を基に報告した。 平成30年第 

10回総会及び平成31年第３回総会について，会場を変更した旨を報告 

した。 

 

○ 日程第７ その他 

 

議 長  平成30年第10回農業委員会総会は，10月19日（金)午前９時30分より

国分寺市役所第１庁舎３階第三委員会室にて開催する。 
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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９月20日 

国分寺市農業委員会 

       会 長   田中  豊 

 

署名委員 

 

 

        署名委員 

 

  


