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令和元年（平成31年）第11回国分寺市農業委員会総会議事録 
 

令和元年11月20日(水)午前９時30分 

第11回国分寺市農業委員会総会を国分寺市役所プレハブ会議室第一に招集する。 

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 

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 良江欠 

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 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４号 令和元年度北多摩地区優秀農業経営者表彰候補者の推薦について 

 

日程第５  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 令和元年度農業功労者表彰候補者について 

報告第４号 今後の日程について 

 

日程第６  その他 

 

                                       

議長（田中 豊）は令和元年（平成31年）第11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 佐藤委員  ４番 内藤委員 
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○ 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。 

  10/23    立毛品評会 

  10/29・30  会長現地研究会 

        （田中会長より研究会の内容について報告） 

  11/３    国分寺市表彰式 

  11/３・４  国分寺市農業祭 

  11/８～15  地区別懇談会 

  11/９    市民農業大学収穫祭 

  11/18    事業推進協議会 

 

○ 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番から２番を議題とすることを告げ，事務局説

明後，１番と２番を神山委員に現地調査報告を求めた。 

神山委員   議案第１号１と２番について，11月７日に，関口委員，本橋委員，

私と事務局で現地調査を行った。当該農地では，ネギ，ナス，コマツ

ナ等の野菜類の他，ウメが栽培されており，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。 

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。 

内藤委員   公図に水と記載があるのは水路か。 

事務局   水路であるが，水は流れておらず，水路の場所は確認できなかった。 

   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７番を議題とすることを告げ，事務局説

明後，１番を本多委員，２番を佐藤委員，３番を内藤委員，４番・５

番を田倉委員，６番・７番を金谷委員に現地調査報告を求めた。 

本多委員   議案第２号１番について，11月７日に，鈴木職務代理，小栁委員，

私と事務局で現地調査を行った。東元町の農地では，カキ（柿），クリ

が栽培されており，すべて適切に肥培管理されていた。西元町の農地

では，ミカン等の果樹類，ネギ，ダイコン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。 

佐藤委員   議案第２号２番について，11月８日に，内藤委員，濱野委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，ナス，ダイコン，カラシ

ナ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。 
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内藤委員   議案第２号３番について，11月８日に，佐藤委員，濱野委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，サクラ，ツツジ，クリ等

の植木類の他，カキ（柿）が栽培されており，すべて適切に肥培管理

されていた。 

田倉委員   議案第２号４番・５番について，11月８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，茶の他，ネギ等の野

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。 

内藤委員   ４番の農地内の電柱については，以前から適用外であったか。 

事務局   そのとおりで，納税猶予適用の段階で当該部分は除かれていた。  

金谷委員   議案第２号６番について，11月８日に，尾又委員，田倉委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地ではドウダン，サルスベリ等の

植木類の他，芝，カキ（柿）が栽培されており，すべて適切に肥培管

理されていた。 

金谷委員   議案第２号７番について，11月８日に，尾又委員，田倉委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地ではサツキ，ドウダン等の植木

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２号１番から７番について全員一致で承認とする。 

 

議案第３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３号１番から２番を議題とすることを告げ，事務局説

明後，１番を池谷委員に，２番・新町の農地を真藤委員，２番・富士

本の農地を尾又委員に現地調査報告を求めた。 

池谷委員   議案第３号１番について，11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，ハナミズキ，シラカシ等の

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。 

真藤委員   議案第３号２番・新町の農地について，11月６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，モミジ，サル

スベリ，ウメ等の植木類が栽培されており，相続の発生前までは，す

べて適切に肥培管理されていた。 

尾又委員   議案第３号２番・富士本の農地について，11月15日に私，11月６日

に新町の農地と併せて田中会長，真藤委員，池谷委員と事務局が現地

調査を行った。当該農地は，ウメが栽培されており，相続の発生前ま

では，すべて適切に肥培管理されていた。 

議 長   相続の発生前は，下草等も管理されていたが，相続後は下草繁茂が

見受けられる状況になっている。 

事務局   農地利用状況調査の結果，指導文書をお渡ししているが，買取申出

予定とのことで，垣根の剪定と最低限の管理をするよう伝えている。 

   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４号 令和元年度北多摩地区優秀農業経営者表彰候補者の推薦について 

議長は，議案第４号を議題とすることを告げ，事務局へ説明を求めた。 

事務局  12月３日が推薦期日となっているため，本日の総会にて候補者を決

定していただきたい。 

議 長  本議案について審議の結果，議案第４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 齋藤利一氏（弁天地区） 

 

○ 日程第５  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７件報告した。 

 

報告第３号 令和元年度農業功労者表彰候補者について 

報告第３号について，事務局より資料を基に報告した。 

 

報告第４号 今後の日程について 

 

○ 日程第６ その他 

・練馬区への農業委員会視察研修会について 

 神山委員と小栁委員を除く 13人が参加することを確認した。 

・令和元年台風 19 号等災害義援金の募集について 

 下記のとおり決定した。 

 義援金：委員１人あたり 3,000円，15 人合計 45,000 円 

・ふれあい視察見学会について 

・国分寺市農業委員会優秀農業経営表彰の推薦について 

・農業委員会委員募集について 

・農地利用状況調査再調査日程について 

下記のとおり再調査の日程を決定した。        

12月４日（水）午前 戸倉・東戸倉・富士本 

12月４日（水）午後 北町・並木町・新町・高木町 

12月５日（木）午前 西町・光町 

12月６日（金）午前 内藤・日吉町・西恋ヶ窪・東恋ヶ窪 

12月10日（火）午後 東元町・西元町・泉町・本多 
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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11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 


