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平成31年第３回 国分寺市農業委員会総会議事録 
 

平成31年３月20日(水)午前９時30分 

第３回国分寺市農業委員会総会を国分寺市役所第５庁舎１階会議室に召集する。 

 

出席委員 

(14名) 

欠席委員 

(１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 欠 

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 

 

日程第５  協議事項 

協議第１号 平成31年度農業委員会活動計画について 

 

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３団体共催「うど見学会」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31年第３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。 

15番  小栁 良江 委員    ２番   関口 竹人 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。 
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○ 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。 

２/21  うど品評会  

  ２/22  東京都農業委員会農業者大会・受賞祝賀会 

  ３/７  農業委員会会長情報連絡自主研修会 

  ３/８  支部長・支部役員 合同研修会・懇親会 

  ３/14  ＪＡ東京むさし都市農政連絡協議会 

  ３/19  東京都農業会議通常総会 

  ３/19  市民農業大学全体会議 

 

○ 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４番までを議題とすることを告げ，事

務局説明後，１番を佐藤委員，２番と３番を内藤委員，４番を池谷委

員へそれぞれ現地調査報告を求めた。 

佐藤委員   ３月６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，未作付でしたが，相続の発生前まではエダマメ，ブロッコリ

ー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。 

内藤委員   ３月６日に，佐藤委員，私と事務局で現地調査を行った。当該農地は

現在，ハクサイ，ネギ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   ３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，未作付でしたが，相続の発生前まではインゲン等の

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 平成31年度農業委員会活動計画（案）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    農業委員会の今年度の活動計画について，案を提示するので協議い 

      ただきたい。 

鈴木職務代理  特定生産緑地指定に向けた周知活動について記載するのはどうか。 

議 長    平成30年度に農業委員会やＪＡ主催の勉強会・研修会を複数回開催

したが，出席者が少ない支部もある。周知徹底がまだされていないと

感じる。まだ出席したことのない方もいるため，漏れのないように，

特定生産緑地制度の周知は一層必要だろう。 

鈴木職務代理 私の地区では，生産緑地である農地を所有しているが，市から特定生

産緑地に関する通知をもらっていないとおっしゃっている方がいた。

自身の生産緑地の指定年月日等を市に確認してほしいと伝えているが

不安もあり，より周知に取り組む必要がある。 

議 長   「３.情報の把握と提供の推進」に，より一層周知を進める旨を記載

するのはどうか。あまり関心がない方もいるため，農業委員会の活動

方針に加え，活動することは重要だろう。農業委員会としては，平成
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31年度の後半を目途に，支部ごとに説明会等を開催すべきだと考える。

ＪＡと農業委員会において，説明会への参加者をすり合わせ，説明会

不参加の方を対象に，各委員による個別訪問等を実施する必要がある。 

  事務局   それでは，「3 情報の把握と提供の推進」内に，特定生産緑地制度の

周知活動の推進について追加します。事務局で再度案を作成し，次回の

総会にて報告します。 

議 長   「2 農業者の意見集約と関係行政機関等への意見の提出」について，

北多摩西部地区の検討会においても，国分寺市農業委員会の要望として

報告しているが，第一種低層住居専用地域に存する農地であっても，鉄

骨ハウスを建てられるよう確立していきたい。従来は建議書という形で

あったが，意見書を提出したらどうかと考えている。 

現在，国分寺市は第一種低層住居専用地域が市内面積の67%を占めて

いる。第一種低層住居専用地域では花卉・野菜を栽培するための鉄骨ハ

ウスは「建築物」としてみなされるため，建てることができない。国分

寺市は特定行政庁として，東京都から建築主事を置くことが認められて

いるため，市独自で検討することができる。農業の用に供するための鉄

骨ハウスについては，一定の範囲を決めて，認めてもらえるようにした

い。この内容について，市長に対し，農業委員会として意見書を提出し

たいと考えている。 

「過去に生産緑地の買い取り申し出を行った農地」や「過去に農地法

による転用の届出が行われている農地」についても，複数回にわたり建

議書を提出し，生産緑地への指定が可能になっている。今回についても

意見書を提出し，意欲を持つ農家や後継者を支援していきたい。今回は

委員の皆さんへの情報提供として，今後は総会等にて検討していきたい。 

また，生産緑地への再指定について，現状の課題は，「一所有者一回

限りの申請」であること，「年齢制限」があることである。ここ数年，

市長や議長に対して，国分寺市都市農政推進協議会等より要望書を提出

しているが，農業委員会も意見書をまとめ，提出したい。 

鈴木職務代理 意見の提出の中で，農畜産物の販売について，再開発された国分寺駅

前等での販売に向けた要望を入れたらどうか。農畜産物の生産をするこ

とはできても，現在は販売に困っているように感じている。産直会では

要望等も行っているが，なかなか具体的に進んでいない現状がある。市

からの販売協力として，市の所有地に於いても販売できるようにするこ

とを農業委員会の意見として考えてもいいと思う。 

内藤委員   販売については，市民との交流という目的で実施できると良い。 

佐藤委員   商工会とも連携して，イベントのような形で実施できると良いのでは

ないか。再開発された国分寺駅でそのような場を設けてもらえればよい

と考えるが，現時点ではどこで販売が行えるかという情報は入っていな

い。 

 事務局長   市ではこくベジを推進していることから，販路拡大・販売促進につい

てはこくベジと結び付けて意見書とすることもできるのではないか。 

議 長   意見書の提出に向けて，農畜産物の販路拡大・販売促進についても今

後の検討課題にしたい。 
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○ 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３件報告した。 

 

報告第３号 うど見学会について 

報告第３号について，事務局より資料を基に報告した。 

事務局    うど見学会について，前回総会にて協議いただいた事項を示すので， 

最終確認いただきたい。募集の結果，一般参加人数が定員30名のとこ

ろ，28名となった。 

本橋委員     懇談会について，前回は班ごとに実施していたが，参加者を中心に

全体で実施してはどうか。各班同じような意見・質問が出ると思われ

るので，全体で共有しながら行えると良いのではないか。 

小栁委員    前回のように各班で分かれて行っていると，声が聞き取りづらくな

ってしまう。 

金谷委員    参加者の全員が一言ずつ話すのではなく，質問したい人ができるよ

うな形態にしてほしいとの意見も挙がっている。 

  議 長     懇談会については，各委員から意見のあったとおり，うど農家を参

加者が囲むような形で全体にて実施し，司会は班長が行う。 

 

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説明した。 

 

○ 日程第７ その他 

       事務局より下記について資料を基に説明した。 

  ・第16回農ウォークについて 

   第16回農ウォークについては，戸倉・東戸倉地区にて実施する方向で 

  検討を進めることを確認した。 

 

議 長   平成31年第４回農業委員会総会は，４月19日(金)午前９時30分より 

国分寺市役所第５庁舎１階会議室にて開催する。 

 

                                       

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31年３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 


