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令和２年第６回 国分寺市農業委員会総会議事録 
 

令和２年６月19日(金)午前９時30分 

第６回国分寺市農業委員会総会をＪＡ東京むさし国分寺支店に召集する。 

 

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 古川 健二 

 

＜ 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 

議案第２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３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４号 第60回企業的農業経営顕彰事業推薦候補者について 

議案第５号 第40回農業後継者顕彰事業推薦候補者について 

 

日程第５  報告事項 

報告第１号 農地法第５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 今後の日程について 

 

日程第６  その他 

 

 

 

                                       

議長（田中 豊）は令和２年第６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 

 

○ 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号第１番から２番を議題とすることを告げ，本議

案第１番の審議にあたり，国分寺市農業委員会会議規則第10条の規定

により，その議事に参与することができない，鈴木職務代理は退席し

た。事務局説明後，１番を小栁委員，２番を池谷委員に現地調査報告

を求めた。 

小栁委員    議案第１号１番について，６月２日に，本多委員，私と事務局で現

地調査を行った。当該農地は，現在，作付け準備中で，すべて適切に

肥培管理されていた。なお，相続発生前までは花が栽培されていた。 

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１号の審議後，鈴木職務代理は着席した。 

池谷委員   議案第１号２番について，６月４日に，田中会長，真藤委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，ハナミズキ・ヤマモモ等

の植木類が栽培されており，残りの部分は作付け準備中で，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関する適格者証明書の交付について 

議長は，議案第２号１番を議題とすることを告げ，事務局説明後，

１番を池谷委員に現地調査報告を求めた。 

池谷委員   議案第２号１番について，６月４日に，田中会長，真藤委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，ハナミズキのほか，ナ

ス・トマト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。 

よって，本案件の人物は相続税納税猶予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２号１番について全員一致で承認とする。 

 

議案第３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３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番を鈴木職務代理，２番を本多委員，３番を佐藤委員，

４番を池谷委員，５番を真藤委員，６番を田倉委員，７番を金谷委員

に現地調査報告を求めた。 
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鈴木職務代理  議案第３号１番について，６月２日に，本多委員，小栁委員，私と

事務局で現地調査を行った。北側・南側農地のいずれもミカン・キン

カンが栽培されており，すべて適切に肥培管理されていた。 

本多委員   議案第３号２番について，６月２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。当該農地では，ジャガイモ・トマ

ト・ナス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３号３番について，６月２日に，内藤委員，私と事務局で現

地調査を行った。当該農地では，トマト・キュウリ・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。 

池谷委員   議案第３号４番について，６月４日に，田中会長，真藤委員，私と

事務局で現地調査を行った。自宅北側と北町三丁目の農地は，作付け

準備中で，北町四丁目の農地では，ジャガイモ・サトイモが栽培され

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５番について，６月４日に，田中会長，池谷委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，トマト・キュウリ等の野

菜類のほか，ハナミズキ・モチノ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。 

田倉委員   議案第３号６番について，６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，ジャガイモ・トウモロコ

シ等の野菜類のほか，イチジク・ブドウが栽培されており，すべて適

切に肥培管理されていた。また，当該農地の一部に金属製のゴミ箱が

設置されていたので，撤去するよう指導した。なお，本日の総会前ま

でに撤去し，農地外に移動したことを確認している。 

金谷委員   議案第３号７番について，６月４日に，尾又委員，田倉委員，私と

事務局で現地調査を行った。自宅南側農地では，クリ・ブルーベリー

等の果樹類のほか，ネギ・ナス等の野菜類が栽培されていた。戸倉四

丁目の農地では，クリのほか，サトイモ・ダイコン等の野菜類が栽培

されており，その他の部分は作付け準備中で，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３号１番から７番について全員一致で承認とする。 

 

議案第４号  第60回企業的農業経営顕彰事業推薦候補者について 

議長は議案第４号を議題とすることを告げ，事務局に説明を求めた。 

事務局   本橋委員より，１名の推薦が挙がったので，推薦候補者について審議

していただきたい。なお，年齢の近い農業者を一覧にしているので参

考にしていただきたい。 

議 長    参考資料を見ると推薦された方より年齢が上の方がいるが，農業収

入面で不明な点があり，基準を満たしていない可能性がある。だが，

本橋委員から推薦のあった方は，造園だけでなく植木も動いているよ

うで，収入面からも問題なく，適任ではないかと考える。 

 

  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 
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で，議案第４号について，下記の者を推薦候補者に決定することを全

員一致で確認した。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，推薦受託依頼をする。 

               

             推薦候補者  個別経営の部 浦野 衛氏（光町地区）  

                

議案第５号  第40回農業後継者顕彰事業推薦候補者について 

議長は議案第５号を議題とすることを告げ，事務局に説明を求めた。 

事務局    こちらも本橋委員より，１名の推薦が挙がったので，推薦候補者に

ついて審議していただきたい。なお，こちらについても年齢の近い農

業者を一覧にしているので参考にしていただきたい。 

議 長    本議案について，１名の推薦があったが，33歳と顕彰対象となる39

歳以下と比べて若く，年齢が上の方も数名いる。一番年齢が上の方は，

植木農家の息子さんで37歳である。後継者の方は年齢制限もあり，仮

に推薦のあった方を候補者にすると，次回に年齢の上の方を出すとい

うのは難しくなると思うので，今回は年齢が上の方を選ぶのはどうか。 

本橋委員   今回，私が推薦した方も候補として有力であるが，年齢から考えて

も議長の考えに賛同する。 

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５号について，下記の者を推薦候補者に決定することを全

員一致で確認した。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，推薦受託依頼をする。 

               

        推薦候補者 横田圭一氏（弁天地区） 

 

○ 日程第５   報告事項 

報告第１号 農地法第５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 今後の日程について 

報告第２号について，事務局より資料を基に報告した。 

 

○ 日程第７ その他 

・委員の「農業委員章（委員バッジ）」「腕章」回収について 

７月17日総会で，現体制の農業会委員は退任となるため，次回総会時に

「委員章」「腕章」を回収。「破損・紛失」の場合は，６月24日（水）ま

でに事務局に連絡を依頼。 

 

・農業委員会だよりの原稿回収 

前回総会で，農業委員会だよりに退任に伴う挨拶文を掲載する旨説明し

ており，原稿の回収をすることを事務局から説明。 

 

・鳥獣害被害の調査について 

鳥獣害被害の実態把握は，令和元年８月20日に行った市長への意見書提
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出のこともあり，昨年に引き続き，ＪＡと連名で今年も６月15日ＪＡ回

覧で各農家に郵送することを事務局から説明。 

 

・委員退任に伴う記念品について 

退任に伴い，記念品を作ることになり，名入れについて文言の案の選択

を事務局から委員へ依頼した。 

       

       ・現体制の農業委員から新体制の引継ぎについて 

引継ぎ事項があれば事務局を通して伝えるため，現体制の委員と新体制

の委員が一同に集まり引継ぎを行う事はないことを説明した。 

 

議 長   令和２年第７回農業委員会総会は，７月17日(金)午前９時30分より， 

ＪＡ東京むさし国分寺支店にて開催する。 

 

                                       

 

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。 

 

令和２年６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 


