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令和元年（平成31年）第７回国分寺市農業委員会総会議事録 
 

令和元年７月19日(金)午前９時30分 

第７回国分寺市農業委員会総会を国分寺市役所第４庁舎２階会議室に招集する。 

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 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 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 

 

日程第５   協議事項  

 協議第１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３条の３第１項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３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４号 耕作証明に係る専決処理について 

報告第５号 第 39 回農業後継者顕彰事業推薦候補者について 

報告第６号 第 16 回農ウォークについて 

報告第７号 今後の日程について 

  

日程第７  その他 

 

                                       

議長（田中 豊）は令和元年（平成31年）第７回国分寺市農業委員会総会の開会

を宣言した。 
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○ 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 

 

○ 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。 

    ６/26    国分寺市農業祭立毛品評会 

  ７/４・５  北多摩地区農業委員会連合会会長研修会 

  ７/６    第16回農ウォーク 

  ７/10    広報研究会 

  ７/11    ＪＡ東京むさし国分寺親和会 第47回定期総会 

 

○ 日程第４  議案審議 

議案第１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１号１番を議題とすることを告げ，事務局説明後，田

倉委員に現地調査報告を求めた。 

田倉委員   議案第１号１番について，７月３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，トウモロコシ，ネギ等の

野菜類，ポインセチア，ブルベリーが栽培されており，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。 

   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２番までを議題とすることを告げ，事務

局説明後，１番を内藤委員に，２番を池谷委員にそれぞれ現地調査報

告を求めた。 

内藤委員   議案第２号１番について，７月８日に，佐藤委員，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，ヒマワリが栽培され

ており，すべて適切に肥培管理されていた。 

 池谷委員  議案第２号２番について，７月８日に，田中会長，真藤委員，私と

事務局で現地調査を行った。自宅の南側の農地では，トマト，ネギ等

の野菜が栽培され，その他は作付け準備中であった。北町の農地は作

付け準備中で，新町の農地ではウド，トウモロコシ等の野菜類が栽培

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２号１番から２番について全員一致で承認とする。 

                

○ 日程第５  協議事項 
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協議第１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     市長・議長への意見書の中身について，先月の総会での協議を踏ま

え，有害鳥獣に関する内容を変更し，都市住民の生活環境への影響に

ついての文言を加えた。 

意見の提出スケジュールを記載しているが，先月の総会に加え，本

日も再度協議し，意見内容がまとまるようであれば，できるだけ早く

提出したほうが良いのではないかと考えている。提出のタイミング及

び内容について協議いただきたい。 

内藤委員   有害鳥獣について，現在はＪＡが中心的に調査を行っているが，市

民生活にも影響がでている以上，市にも動いていただきたいと考える。

また，他市との連携を含めて検討していただきたい。 

議 長   現在行っている調査は，ＪＡと農業委員会の連名で実施しているが，

現時点では多くの報告は挙がってきていない。 

鈴木職務代理  トウモロコシの被害は多くあると聞いている。軽微な被害でも報告

するように周知できればもっと多くの報告が挙がるのではないか。ま

た，東京都が電気柵の設置について説明に来てくれたこともあり，活

用できるのではないか。 

濱野委員   国分寺市では緑インコの被害は出ていないか。 

 議 長   ブルーベリーに被害が出ていると聞いている。 

濱野委員   国分寺市は残存緑地が多いため，集まりやすいのではないか。 

議 長   被害状況の調査については，より多くの情報を収集するため，ＪＡ

からも直接農家へ照会するように伝えたい。 

意見について，事務局からの提示内容に変更がないため，８月の総

会後に市長・議長へ意見の提出を行うよう調整することとし,出席者に

ついては，私，会長職務代理及び事務局を予定している。 

 

○ 日程第６  報告事項 

報告第１号 農地法第３条の３第１項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４件報告した。 

 

報告第２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号について，事務局より資料を基に２件報告した。 

 

報告第３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 耕作証明に係る専決処理について 

報告第４号について，事務局より資料を基に１件報告した。 

 

報告第５号 第39回農業後継者顕彰事業推薦候補者について 

報告第５号について，先月の総会審議を経て推薦を受諾してもらった 

候補者に係る詳細を事務局より資料を基に報告した。 
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報告第６号 第16回農ウォークについて 

報告第６号について，事務局より資料を基に報告した。 

 

報告第７号 今後の日程について 

報告第７号について，事務局より資料を基に報告した。 

８月８日に開催される，北多摩地区農業委員農地利用最適化推進委

員研修会に池谷委員を除く，委員14名が出席することを確認した。 

 

○ 日程第７ その他 

 事務局より，例年９月末より実施している農地利用状況調査と11月

に実施している地区別懇談会の日程調整について依頼し，下記のとお

り日程を決定した。 

なお，内容等の詳細ついては次回以降の総会にて協議する。 

      

農地利用状況調査 

地区 日程 予備日 対象地域 地区担当委員・応援委員 

１ 
９/30 

(月) 

10/８ 

(火) 

東元町 西元町 

泉町 本多 

本多委員・小栁委員・鈴木職代 

内藤委員・佐藤委員・濱野委員 

２ 
10/１ 

(火) 

10/２ 

(水) 

内藤 日吉町 

東恋ヶ窪 西恋ヶ窪 

内藤委員・佐藤委員・濱野委員 

神山委員・関口委員・本橋委員 

３ 
10/４ 

(金) 

10/９ 

(水) 

北町 並木町 

新町 高木町 

池谷委員・田中会長・真藤委員 

本多委員・小栁委員・鈴木職代 

４ 
10/３ 

(木) 

10/10 

(木) 

東戸倉 戸倉 

富士本 

田倉委員・尾又委員・金谷委員 

池谷委員・田中会長・真藤委員 

５ 
10/７ 

(月) 

10/11 

(金) 
西町 光町 

神山委員・関口委員・本橋委員 

田倉委員・尾又委員・金谷委員 

 

地区別懇談会 

地区 日程 会場 

１ 
11/11 

(月) 
もとまち公民館 

２・４ 
11/15 

(金) 
ＪＡ東京むさし国分寺支店 

３ 
11/８ 

(金) 
共益東部公会堂 

５ 
11/12 

(火) 
西町プラザ 

 

 

                                       

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。 
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令和元年７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 

 


