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令和元年（平成31年）第12回国分寺市農業委員会総会議事録 
 

令和元年12月20日(金)午前９時30分 

第12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 

(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 令和元年度国分寺市優秀農業経営表彰（農業委員会長賞）表彰者の 

決定について 

 

日程第５  協議事項 

協議第１号 令和元年度３団体共催「ふれあい視察見学会」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 農地の公共用地としての取得について 

報告第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 

報告第５号 農地利用状況調査（再調査）結果について 

報告第６号 今後の日程について 

 

日程第７  その他 
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議長（田中 豊）は令和元年（平成31年）第12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。 

６番 神山委員  ７番 尾又委員 

 

○ 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。 

   11/28  国会議員との意見交換会 

        ※全国農業委員会会長大会終了後に実施 

11/29  令和元年度農業委員会活動推進フォーラム 

   12/17  農業委員会視察研修会 

 

○ 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書の交付について 

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番を小栁委員，２番を内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，１番を審議

する際は，鈴木会長職務代理が退席する必要があるため，その際鈴木

会長職務代理は退席した。 

小栁委員   議案第１号１番について，12月10日に本多委員，私と事務局で現地

調査を行った。当該農地では，パンジー，ビオラ等の花卉類の他，体

験農園で野菜が栽培されており，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。 

   議 長    本議案１番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。 

内藤委員   議案第１号２番について，12月６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，ネギ，ハクサイ，ニンジ

ン等が栽培されており，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。 

   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８番を議題とすることを告げ，事務局説
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明後，１番を小栁委員，２・３番を本多委員，４番を内藤委員，５番

を田倉委員，６番を尾又委員，７番を本橋委員，８番を神山委員に現

地調査報告を求めた。 

小栁委員   議案第２号１番について，12月10日に，鈴木会長職務代理，本多委

員，私と事務局で現地調査を行った。当該農地では，ハナミズキ，ツ

バキ，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。 

本多委員   議案第２号２番・３番について，12月10日に，鈴木会長職務代理，

小栁委員，私と事務局で現地調査を行った。当該農地では，自宅北側

の農地で竹，その他の農地ではネギ，キャベツ，カブ等の野菜類が栽

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   議案第２号４番について，12月６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，司シルエット，ハナミズ

キ，サザンカ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。 

田倉委員   議案第２号５番について，12月４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，ウド，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。 

尾又委員   議案第２号６番について，12月４日に，金谷委員，田倉委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，ハクサイ，ダイコン等の

野菜類の他，ブルーベリー，ミカン等の果樹類，花の苗が栽培されて

おり，すべて適切に肥培管理されていた。  

本橋委員   議案第２号７番について，12月５日に，神山委員，私と事務局で現

地調査を行った。当該農地では，サルスベリ，ツツジ，サツキ等の植

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。 

神山委員   議案第２号８番について，12月５日に，本橋委員，私と事務局で現

地調査を行った。当該農地では，カキ（柿），ユズ，フェイジョア等の

果樹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８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番を尾又委員に，２番を神山委員に現地調査報告を求めた。 

尾又委員   議案第３号１番について，12月４日に，金谷委員，田倉委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地は，モミジ，ツバキ等の植木類

が栽培されており，すべて適切に肥培管理されていた。 

神山委員   議案第３号２番について，12月５日に，本橋委員，私と事務局で現

地調査を行った。当該農地では，ソヨゴ，オリーブ等の植木類の他，

ダイコン，ハクサイ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 令和元年度国分寺市優秀農業経営表彰（農業委員会長賞）表彰者の 

決定について 

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  令和２年２月20日に開催する表彰式に向け，本日の総会にて表彰者

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，下記の者を表彰 

   することを全員一致で確認する。なお，地区担当委員及び事務局が訪 

問し，表彰承諾依頼をする。 

 

表彰者 小澤 弘氏（中藤地区） 

 

○ 日程第５  協議事項 

協議第１号 令和元年度３団体共催「ふれあい視察見学会」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  例年実施している３団体共催「ふれあい視察見学会」について，日

程及び開催内容について協議していただきたい。なお，これまでの総

会にて提示された案を記載しており，国分寺農業と関連する内容のも

のを視察できればと考えている。 

議 長  協議の結果，開催内容案として下記のとおり決定する。 

     日 程 令和２年３月３日（火）又は６日（金） 

視察先 東京都農林総合研究センター・東京多摩青果国立市場 

募 集 30人 

昼 食 こくベジ弁当 

お土産 こくベジ（うど等） 

詳細なスケジュールや参加費・参加農業者等については，引き続き

次回の農業委員会総会・共催団体・受け入れ団体等と協議する。 

 

○ 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10件報告した。 

 

報告第３号 農地の公共用地としての取得について 

報告第３号について，事務局より資料を基に２件報告した。 

 

報告第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 

報告第４号について，事務局より資料を基に報告した。 

 

報告第５号 農地利用状況調査（再調査）結果について 

報告第５号について，事務局より資料を基に報告した。なお，結果に 

ついては，課税課へ報告する。 
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事務局   指導対象とした農地について，市民より農業委員会へ要請依頼が寄

せられている。別紙配布しているが，農地に隣接する住居付近に大木

があり，家屋への落ち葉被害等を危惧されており，所有者へ大木の処

理について要請していただきたいとの概要である。農業委員会として

は農地利用状況調査の結果，越境している部分の剪定を指導し，一定

の改善があったと判断しているが，追加での指導を行うべきか検討し

ていただきたい。 

内藤委員   農業委員会としては，法律や条例に基づいて対応する必要がある。 

鈴木職務代理  農地利用状況調査の指導結果も踏まえ，農地としては管理されてい

ると感じる。 

濱野委員   民間同士での話であるため，農業委員会としては状況をお伝えする

ことしかできない。または，市の広聴担当に相談していただくことも

検討すべき。 

議 長   農業委員会からの指導ではなく，所有者へは要請内容を伝達する。 

 

報告第６号 今後の日程について 

報告第６号について，事務局より資料を基に報告した。 

下記について出席する委員を決定した。 

第 13回都市農地保全自治体フォーラム（８人） 

・田中会長・鈴木会長職務代理・関口委員・佐藤委員 

・内藤委員・濱野委員・金谷委員・小栁委員 

       北多摩地区優秀農業経営者表彰式（４人） 

       ・田中会長・尾又委員・濱野委員・本橋委員 

 

○ 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12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 


