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令和元年（平成31年）第６回国分寺市農業委員会総会議事録 
 

令和元年６月20日(木)午前９時30分 

第６回国分寺市農業委員会総会を国分寺市役所第５庁舎１階会議室に招集する。 

出席委員 

(13名) 

欠席委員 

(２名) 

1番  田中 豊欠  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 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 清水 昭策  事務局係長 榎本 紘幸  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 

議案第４号 第 59 回企業的農業経営顕彰事業推薦候補者について 

 議案第５号 第 39回農業後継者顕彰事業推薦候補者について 

 

日程第５   協議事項  

 協議第１号 第 16回農ウォークについて 

 協議第２号 国分寺市農業・農地に関する意見の提出について 

 

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 耕作証明に係る専決処理について 

報告第４号 令和元年度（平成 31 年度）認定農業者について 

報告第５号 今後の日程について 

 

日程第７ その他 

                                       

会長が欠席のため，国分寺市農業委員会総会会議規則第16条の規定に基づき，鈴

木一雄委員が会長職務を代理し，総会の議長として進行を行う。 
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議長（鈴木一雄）は平成31年第６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。 

７番  尾又 守 委員   ８番  濱野 周泰 委員 

 

○ 日程第２  前回会議録の承認 

  濱野委員  議案第２号の相続税の納税猶予に関する適格者証明書についての審

議中，私の発言で「税理士から，他市において認められているとの話

があるが，税務署の担当によって見解が異なる可能性もある。国分寺

市農業委員会では，このような事例を認めていない。」という箇所があ

る。これは，過去の事例では認めていないという趣旨のため，国分寺

市農業委員会では，これまでこのような事例を認めていない。」と変更

していただきたい。 

 議 長   濱野委員の指摘のとおり修正した上で，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。 

    ５/24  資産管理部会定期総会 

  ５/28  国分寺市農業祭 ハウストマト品評会 

  ５/29  北多摩地区農業委員会連合会 通常総会 

  ５/30  野菜・畜産・果樹定期総会  三団体合同懇親会 

 

○ 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番から２番までを議題とすることを告げ，事務

局説明後，１番を本橋委員，２番池谷委員へそれぞれ現地調査報告を

求めた。 

本橋委員   議案第１号１番について，６月７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，ジャガイモ，ネギ等の野

菜類が栽培されており，その他は作付け準備中で，すべて適切に肥培

管理されていた。 

池谷委員   議案第１号２番について，６月７日に，田中会長，真藤委員，私と

事務局で現地調査を行った。新町の農地では，ソヨゴ，ヒメシャラ等

の植木類が，北町の農地では，ハナミズキ，ヒメシャラ等の植木類が

栽培されており，すべて適切に肥培管理されていた。 

   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２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の交付について 

議長は，議案第２号１番から２番までを議題とすることを告げ，事務

局説明後，１番を池谷委員，２番金谷委員へそれぞれ現地調査報告を

求めた。 
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池谷委員   議案第２号１番について，６月７日に，田中会長，真藤委員，私と

事務局で現地調査を行った。新町の農地では，司シルエット，ハナミ

ズキ等の植木類が，並木町の農地では，ヒメシャラ，ヤマボウシ等の

植木類が栽培されており，すべて適切に肥培管理されていた。 

 並木町の農地では，自宅付近に農業用倉庫が設置されていたため，

撤去もしくは証明の面積から除くよう指導した。その結果，本日まで

に農業用倉庫は撤去され，事務局が当該部分について確認を行ってい

る。よって本案件の人物は相続税納税猶予制度を適用するに適格だと

考える。 

 金谷委員   議案第２号２番について，６月10日に，田倉委員，私と事務局で現

地調査を行った。当該農地では，ブルーベリーの他，新たな試みとし

て摘み取り体験用のミニトマト，エダマメ等を栽培しており，すべて

適切に肥培管理されていた。また，当該農地において，農業用倉庫が

３つ設置されていたが，当該部分は今回の証明から除いて申請されて

いる。よって本案件の人物は相続税納税猶予制度を適用するに適格だ

と考える。 

  事務局    １番について，農業用倉庫の撤去前と撤去後の写真を添付している

ので，参考にしていただきたい。 

 ２番について，農業用倉庫が設置されており，当該部分が相続税の

納税猶予の適用対象となるか否かについての確認に時間を要するため，

先月の総会で審議を先送りした案件である。写真等も添付した上で，

東京都農業会議を通じて国税局へ照会をした結果，当該倉庫について

は適用の対象外であるとの見解であった。 

 生産緑地では一定の面積以下の農業用施設については，許可なく設

置することが可能である。一方で，納税猶予の適用対象として，当該

部分が農地にあたるか否かについては，農林水産省の施設園芸用地等

の取扱いについてを参考としており，農業用倉庫については，農作物

の栽培に通常必要不可欠と言えないもであり，農地と認められない部

分である。 

 議案第２号１番・２番について，それぞれに農業用倉庫が設置され

ていたため，申請の面積から除いていただくか，撤去していただくか

を申請者にご選択いただいている。これはこれまでの国分寺市農業委

員会の見解と相違ないため，引き続き農業委員の皆様からも農業者へ

周知していただきたい。 

 佐藤委員   農業用倉庫については，納税猶予の適用の段階では適用対象外とな

るが，適用を受けた後では設置することができるのか。 

  事務局   その通りだが，納税猶予の適用後に農業用倉庫を設置した場合，次

の相続の際に，相続人の納税猶予について，農業用倉庫は適用の対象

外となるため注意が必要。 

  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２番について全員一致で承認とする。 
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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番を議題とすることを告げ，事務局説明後，１

番を田倉委員に現地調査報告を求めた。 

 田倉委員  議案第３号１番について，６月10日に，金谷委員，私と事務局で現

地調査を行った。当該農地では，トウモロコシ，ネギ等の野菜類の他，

ブルーベリーが栽培されており，すべて適切に肥培管理されていた。 

  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。 

 

議案第４号 第59回企業的農業経営顕彰事業推薦候補者について 

議長は議案第４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  議案第４号について，１名の推薦があったため，推薦候補者につい

て審議していただきたい。 

  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４号について，下記の者を推薦候補者に決定することを全

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，推薦受託依頼をする。 

               

             推薦候補者  個別経営の部 嶋﨑敏明氏（共中地区）  

                

議案第５号 第39回農業後継者顕彰事業推薦候補者について 

議長は議案第５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  議案第５号について，委員より１名の推薦があり，事前に会長より

推薦候補者に打診をしたところ，お断りいただいている。そのため，

改めて候補者について審議していただきたい。今回，基準の見直しが

あり，収入要件の他に，認定農業者等であることで推薦することが可

能となっている。報告第４号に認定農業者の一覧を掲載しているため，

参考にしていただきたい。 

  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５号について，下記の者を推薦候補者に決定することを全

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，推薦受託依頼をする。 

               

       推薦候補者 尾﨑友英氏（恋ヶ窪地区） 

 

○ 日程第５  協議事項 

協議第１号 第16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，事

務局より当日の概要について説明し，スケジュールや班体制について

調整を行った。 
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事務局     班の体制については，先月の総会で４班体制にできないかとのご意

見をいただいたが，コース設定と受入農家の拘束時間を考慮し，会長

とも相談の上，今までとおり３班体制にて実施したいと考えている。

また，こくベジのＰＲについて，プロジェクトメンバーから打診を受

けており，農ウォークの開始前に，こくベジについての紹介を行いた

いと考えている。 

 

協議第２号 国分寺市農業・農地に関する意見の提出について 

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。

事務局より，市長・議長への意見の提出について，今後のスケジュー

ルの目安及び意見内容案を提示した。 

事務局     意見内容の４つ目について，鳥獣害被害の調査をＪＡと農業委員会

の連名にて実施している。ＪＡとも調整の結果，まずは被害状況につ

いて実態を把握するため，ＪＡにて電話でのヒアリングを実施してい

る。この調査については，年２回行う予定。この調査で実態を把握す

ることができるが，意見提出のタイミングが先となるため，この内容

の記載方法を検討していただきたい。また，その他の意見内容につい

ても協議いただきたい。 

本橋委員    農作物だけでなく，市民生活への影響が出ている。市報等にて市民

からの意見を聞くことはできないか。 

事務局   農業委員会の立場から意見を提出するため，農作物の被害状況につ

いて把握した後，実態を市へ知らせるとともに，市民へ範囲を広げて

調査をしてもらうこともできるのではないか。副市長と農業委員会長

の面談の際には，副市長より，まずは被害状況を把握してほしい旨を

言われている。 

 濱野委員   農業と市民生活の違いはあるが，鳥獣害による被害がでていること

には変わりがないため，農作物についての被害状況を把握してからで

はなく，同時進行で市民からも情報収集をすべき。 

 本橋委員    現在，担当する部署がないのであれば，部署の立ち上げ等について

意見するのはどうか。また，農家だけでは人数も少ないため，市民か

らも情報収集をすべき。 

事務局   現状は市の環境対策課が鳥獣等の問い合わせ等には対応している。

相談窓口を紹介をすることはできるが，業者への依頼について，駆除

は有料であり，補助金等については実施していない。 

 濱野委員   被害状況を収集後に対策を検討するのでは時間がかかるため，意見

から「実態を把握」という文言は削除し，「農作物や市民生活への影響

が出ている状況について，有効な対策を講ずること」との文言にして

はどうか。 

 尾又委員   農作物だけではなく，市民生活への被害についても対策をしてもら

えるような方向に持っていけないか。 

 神山委員    なるべく早く動かないと，どんどん鳥獣も増えてしまう。 
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 内藤委員   農業祭や農ウォーク等，市民が参加するイベントでも情報収集や発

信をできれば良い。 

議 長   農業委員会としては調査で実態を把握していくが，市民生活への被

害についての対策を行ってもらえるよう要望を行っていきたい。 

 

○ 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２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１件報告した。 

 

報告第３号 耕作証明に係る専決処理について 

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。 

事務局   耕作証明については，先月の総会にて総会審議案件から会長専決処

理に変更しており，その後に申請があったため，地区担当農業委員と

事務局で現地調査を行った上で，会長専決処理にて発行している。 

 

報告第４号 令和元年度（平成31年度）認定農業者について 

報告第４号について，事務局より資料を基に報告した。 

議 長   認定農業者は減少傾向にあるため，農業委員会としても認定農業者

になる必要性を周知していきたい。 

 

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。 

広報研究会に濱野委員・金谷委員・本橋委員が出席することを確認

した。 

 

○ 日程第７ その他 

 

                                       

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。 

 

令和元年６月20日 

国分寺市農業委員会 

       会長職務代理   鈴木 一雄 

 

署名委員 

 

 

        署名委員 

 


