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平成30年第10回 国分寺市農業委員会総会議事録 
 

平成30年10月19日(金)午前９時30分 

第10回国分寺市農業委員会総会を国分寺市役所第１庁舎３階第三委員会室に招集する。 

 

出席委員 

(13名) 

欠席委員 

(２名) 

1番  田中 豊    2番  関口 竹人欠  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 こずえ欠 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 平成 30年度農業功労者表彰候補者の推薦について 

 

日程第５    協議事項 

協議第１号 農地利用状況調査結果及び指導について 

協議第２号 地区別懇談会について 

 

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 農地の一時転用について 

報告第４号 農業委員会視察研修について 

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10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。 
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５番  鈴木 一雄 会長職務代理  ６番  神山 弘幸 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。 

   ９/27        農地部会長研究集会 

   ９月下旬～10月上旬  農地利用状況調査 

   10/15・16・17    ＪＡ支部座談会 

 

○ 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番を佐藤委員に現地調査報告を求めた。 

 佐藤委員     議案第１号１番について，10月４日に，内藤委員，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，未作付でしたが，相続

の発生までは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番と３番を内藤委員，４番を田

倉委員，５番を本橋委員へ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，９月28日に，本多委員，小栁委員，私と 

事務局で現地調査を行った。当該農地はクリを栽培しており，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。 

内藤委員   議案第２号２番・３番について，10月４日に，佐藤委員，濱野委員，

私と事務局で現地調査を行った。当該農地は作付け準備中で，すべて

適切に肥培管理していた。 

田倉委員   議案第２号４番について，10月５日に，尾又委員，金谷委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，ナス，ニンジン等の野菜

類，ポインセチア等の花卉類，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。 

本橋委員   議案第２号５番について，10月10日に，神山委員，関口委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，ツバキ，ハナミズキ等の

植木類，クリ，カキを栽培しており，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 平成30年度農業功労者表彰候補者の推薦について 
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 議長は，議案第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  農業功労者表彰について，本日までに推薦はなかった。各市町村１

名の推薦となるため，推薦候補者１名を決定してもらいたい。 

議 長  本議案について審議の結果，議案第３号について，下記の者を推薦 

   することを全員一致で確認する。なお，推薦に当たっては地区担当委 

   員及び事務局が訪問し，推薦承諾依頼をする。 

 

推薦者 榎戸新一氏（共中地区） 

 

○ 日程第５  協議事項 

協議第１号 農地利用状況調査結果及び指導について 

       議長は，協議第１号を議題とすることを告げ，事務局に説明を求めた。 

  事務局    ９月末から10月上旬にかけて実施した農地利用状況調査において，

指導すべきとされた又は総会での確認が必要とされた農地について，

写真を示すので，指導を実施するか否かを協議してもらいたい。併せ

て，文書指導をする先については，指導文の内容についても協議して

もらいたい。 

  議 長    文書指導の対象となった農地所有者については，総会での協議に基

づいた個別事例ごとの内容を記載し，指導する。口頭指導を含めた指

導対象者への指導実施日は以下のとおりとする。 

 

日程 地域 

11月５日（月） 東元町・西元町・泉町・本多 

11月６日（火） 内藤・日吉町・西恋ヶ窪・東恋ヶ窪 

11月６日（火） 西町・光町 

11月７日（水） 北町・並木町・新町・高木町 

11月８日（木） 東戸倉・戸倉・富士本 

 

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，事務局に説明を求めた。 

 事務局   地区別懇談会を実施するにあたり，当日の役割分担について決定し

てもらいたい。 

  議 長   協議の結果，当日の役割分担は以下のとおりとする。 

 

日程 会場 司会・開会 閉会 

11月１日(木) 共益東部公会堂 池谷委員 真藤委員 

11月５日(月) もとまち公民館 鈴木職務代理 本多委員 

11月７日(水) ひかりプラザ 神山委員 関口委員 

11月９日(金) ＪＡ東京むさし国分寺支店 内藤委員 田倉委員 

 

○ 日程第６  報告事項 
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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３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６件報告した。 

 

報告第３号 農地の一時転用について 

 報告第３号について，事務局より資料を基に１件報告した。 

 

報告第４号 農業委員会視察研修について 

 報告第４号について，事務局より資料を基に報告した。 

 

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。11月20日に 

開催される都市農地保全自治体フォーラムへ濱野委員を除く全委員が 

参加することを確認した。 

 

○ 日程第７ その他 

       農業祭の農業委員会コーナーについて，花の種子を配布するため，以 

下のとおり役割分担をした。 

前半 １・２・３ブロック担当委員 

後半 ４・５ブロック担当委員 

 

議 長  平成30年第11回農業委員会総会は，11月20日（火)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10月19日 

国分寺市農業委員会 

       会 長   田中  豊 

 

署名委員 

 

 

        署名委員 

 

  


