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平成31年第４回 国分寺市農業委員会総会議事録 
 

平成31年４月19日(金)午前９時30分 

第４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 

(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  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 生産緑地地区指定に係る現況が農地である旨の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 

 

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 

 

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 31 年度農業委員会活動計画について 

報告第４号 平成 30 年度３団体共催「うど見学会」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31年第４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。 

３番  佐藤 弘 委員   ５番  鈴木 一雄 会長職務代理 



- 2 - 

○ 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。 

     ３/23 うど見学会 

    ４/７ 国分寺市市民農業大学 開講式 

 

○ 日程第４  議案審議 

議案第１号 生産緑地地区指定に係る現況が農地である旨の証明書の交付について

議長は，議案第１号を議題とすることを告げ，事務局説明後,真藤委員

に現地調査報告を求めた。 

真藤委員  議案第１号１番について，４月10日に，田中会長，池谷委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地は現在，ウメと芝を栽培してお

り，すべて適切に肥培管理していた。 

 議 長     昨年も今回の申請者による同証明書について審議し，市に追加指定

の申請を行っているが，農地法による転用の届出が行われている農地

の指定は，所有者につき１回という要件があり，認められなかった。

そのため，この証明については，再度提出していただいている。 

        国分寺市都市農政推進協議会においても毎年，市長と議長宛に所有

者につき１回の要件を見直すよう，要望書を出している。相続による

農地の減少等を考えても，新たな生産緑地を指定すべきと考える。 

鈴木職務代理  今回の申請者は過去にも，農地法による転用の届出が行われている

農地を生産緑地に指定しているとのことだが，今回の農地については

申請をしていなかったのか。  

議 長    隣接している社会福祉施設を拡張する可能性があったと聞いており，

そのため申請を行わなかった可能性がある。 

 濱野委員   個人の都合で一部の農地については，申請を行わなかったのかもし

れないが，後継者がいるのであれば，指定できるようにすべき。 

 内藤委員   指定できないと農地が減少していく。本人も耕作を続けているのだ

から，所有者につき１回という要件を見直すべき。 

  議 長    60歳未満の方に限るという年齢制限もあり，見直していただきたい

と考えている。 

  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号を議題とすることを告げ，事務局説明後，佐藤委

員に現地調査報告を求めた。また，国分寺市農業委員会会議規則第10

条の規定に基づき，議案第２号１番を審議する際は，内藤委員が退席

する必要があるため，その際内藤委員は退席した。 

佐藤委員   議案第２号１番について，４月10日に，私と事務局で現地調査を行

った。当該農地では現在，ブドウ，ブルーベリーを栽培しており，す
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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 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た。 

事務局    第16回農ウォークの開催にあたり，前回の総会にて開催地域を戸

倉・東戸倉地域に決定した。今回の総会にて開催日の候補・募集方法

等の案を提示するので，協議していただきたい。 

議 長    協議第１号について協議の結果，第16回農ウォークは令和元年７月 

６日の土曜日午後に開催する方向で共催団体と調整を行う。また，募

集人数は50人とする。コース設定のため，５月上旬に地区担当委員と

事務局にて実踏を行う。詳細のスケジュール等については，次回以降

総会にて協議を行うため，御意見があればお願いしたい。  

 

○ 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３件報告した。 

 

報告第３号 平成31年度農業委員会活動計画について 

報告第３号について，事務局より資料を基に報告した。 

 前回の総会で協議いただき，「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ているため，ご確

認いただきたい。 

 濱野委員    追加をしている箇所について，現状のままでは意味が伝わりづらい

ため，「特定生産緑地制度は」の後に「生産緑地の」の文言を追加し，

「特定生産緑地制度は生産緑地の指定告示より30年経過すると」とす

べきではないか。 

 議 長    議員との意見交換会について，今後は各会派代表者等と定期的に実

施したいと考えている。東京都農業会議も議員との意見交換会を推奨

しているため，活動計画へも記載したい。 

議 長    濱野委員の指摘のとおり修正し，議員との意見交換会について追記 

する。 

 また，今年度の特定生産緑地制度に関する活動として，ＪＡと農業

委員会で，これまでに行った特定生産緑地制度に関する会議や説明会

等の出席農業者の摺合せを行い，今年度の後半には各支部にて説明会

を行いたい。それでも出席されない方については，戸別訪問にて対応

する等したい。 

 本多委員   ＪＡの組合員でない方もおり，注意が必要。 

  事務局     生産緑地所有者については事務局でも把握しているため，組合員で 
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ない方を含めて，農業委員会にてしっかりと周知する必要がある。 

 

報告第４号 平成30年度３団体共催「うど見学会」について 

報告第４号について，事務局より資料を基に報告した。 

議 長    今回は土曜日に実施し，29名に参加していただいた。うど見学会に 

ついては，２年連続で実施したことになるため，今年度については横

浜港の視察や他のイベントも検討していきたい。 

 

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説明した。 

議 長    ４月24日に内藤副市長と私で面会する機会を設けることになった。 

 前回総会にて意見書の提出について話をしたが，鉄骨ハウスについ

て，市内でも一定の条件のもとで導入できるよう話をしていきたい。

また，農地法による転用の届出が行われている農地を生産緑地に指定

する際の所有者につき一回という要件についての意見を伝えてきたい。 

 

○ 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。 

 ・平成30年度国分寺市農業委員会活動報告について 

 ・平成31年度農業委員会だより発行計画（案）について 

 ・平成31年第５回農業委員会総会審議案件に係る現地調査日程について 

 

本橋委員   農地にタヌキが入ってきて，農作物に被害が出ている。市に問い合

わせたところ，業者等を紹介する対応のみであった。ＪＡより捕獲器

を借りることができたが，市においても何か対応をしてもらうことは

できないか。 

濱野委員    他県等自治体では，鳥獣による被害がでている場合，自治体が有害

鳥獣の指定をすることで，自治体の予算にて対応すると聞いている。 

  議 長     ５月24日にその件も合わせて，副市長へ話をしてみる。 

 

  議 長     平成31年第５回農業委員会総会は，５月20日(月)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４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 


