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令和３年第８回 国分寺市農業委員会総会議事録 
 

令和３年８月20日(金)午前９時30分 

第８回国分寺市農業委員会総会を国分寺市役所書庫棟会議室に召集する。 

 

出席委員 

(15名) 

欠席委員 

(０名) 

1番  笛田 弥生   2番 永澤 悟    3番  濱野 周泰    4番 尾又 守 

5番  清水 幸雄   6番  齋藤 利一   7番  本多 佳郎     8番  鈴木 正治 

9番 鈴木 吉弘   10番  篠宮 重彰    11番  内藤 孝雄  12番 栗原 啓輔 

13番  本橋 裕司   14番  田中 豊    15番  鈴木 弘子 

事務局 

出席職員 
事務局長 清水 昭策  係長 榎本 紘幸  係 有田 元之 

 

＜ 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 

 

日程第５ 協議事項 

協議第１号 第17回農ウォークについて 

協議第２号 地区別懇談会の実施について 

 

日程第６  報告事項 

報告第１号 農地法第３条の３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４条第１項第８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４号 農地利用状況調査について 

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）は令和３年第８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 
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議長は，議事録署名委員について，次の２名を指名した。 

13番 本橋委員   15番 鈴木 弘子委員 

 

○ 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 

        

○ 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番を議題とすることを告げ，事務局説明後，１

番を鈴木吉弘委員に現地調査報告を求めた。 

鈴木吉弘委員 

 

 

 

議  長 

 

議案第１号１番について，８月10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，作付け準備中で，すべて適切に肥

培管理されていた。なお，相続発生前まではジャガイモ等の野菜類

が栽培されていた。 

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

番を鈴木吉弘委員に現地調査報告を求めた。 

鈴木吉弘委員 

 

 

 

 

 

 

本橋委員 

事 務 局 

 

 

 

議  長 

 

議案第２号１番について，８月10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，ジャガイモ・サトイモ・ポップ

コーン等の野菜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。また，当該農地の一部に伐

根した木々が放置されたままとなっていたため，撤去するよう指導

し，近日中に撤去する目途が立ったことを確認している。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。 

案内図と公図について，形に差異が見られるが，問題ないか。 

申請者本人との確認の中で，すぎのこ公園から畑に沿って真っ直

ぐの地形となっているため，案内図と公図とで形が異なっている

が，従前より，当該農地は相続税納税猶予制度をを受けており，問

題は生じていない。 

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４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番の西元町地区を永澤委員，内藤地区を内

藤委員，３番・４番を篠宮委員に現地調査報告を求めた。 

本多委員 

 

議案第３号１番について，８月10日に，永澤委員，鈴木弘子委

員，私と事務局で現地調査を行った。当該農地では，カキ・ウメ等
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永澤委員 

 

 

 

 

 

 

内藤委員 

 

 

 

篠宮委員 

 

 

 

篠宮委員 

 

 

 

 

議  長 

 

の果樹類の他，トマト・スイカ等の野菜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。 

議案第３号２番について，８月10日に，鈴木弘子委員，本多委

員，私と事務局で現地調査を行った。 

自宅隣接の農地では，ブルーベリー・キウイ・アマナツ等の果樹

類の他，西元町３丁目の東側農地では，キュウリ・ナス等の野菜類

の他，イチジク・オトメリンゴ等の果樹類が，薬師寺児童遊園地東

側の農地では，カキが栽培されており，すべて適切に肥培管理され

ていた。 

議案第３号２番について，８月10日に，鈴木吉弘委員，私と事務

局で現地調査を行った。当該農地では，ソルダム・キウイフルーツ

の果樹類の他，司シルエット，モッコク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。 

議案第３号３番について，８月10日に，田中会長，鈴木正治委

員，私と事務局で現地調査を行った。当該農地では，トマト・オク

ラ・サトイモ等の野菜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。 

議案第３号４番について，８月10日に，田中会長，鈴木正治委

員，私と事務局で現地調査を行った。当該農地では，サツキ・キン

シバイの植木類の他，サトイモ・エダマメ等の野菜類が栽培されて

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。 

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  第17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た。 

議  長 

 

 

 

 

 

 

本橋委員 

議  長 

 

 

齋藤職務代理 

議  長 

例年，６月下旬か７月上旬に実施しているが，昨年は新型コロナ

ウイルス感染症（以下コロナ）の影響により，夏開催を延期して11

月の秋開催としていたが，コロナの収束がみられず中止となった。

今年度については，第４回総会において，コロナの感染状況やワク

チンの接種状況を踏まえ，秋に延期をした経緯がある。今回の総会

では，現在のコロナの感染状況を考慮の上，実施の有無の他，実施

内容について協議いただきたい。 

現在のコロナの感染状況を考慮すると，中止が妥当ではないか。 

今日時点で，９月12日までの緊急事態宣言の延長が決定してい

る。この先もコロナの収束の見通しが立っていないことを考えると

実施は難しいと思う。 

中止が妥当と考える。 

協議の結果，コロナの感染状況を踏まえ，今年度についても農ウ

ォークを中止とする。 

 

 



- 4 - 

協議第２号  地区別懇談会について 

議長は協議第２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 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木吉弘委員 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

毎年11月に，農業委員会主催で，都市農業を取り巻く情勢・制度

等を学び，市内農業者との意見交換を行うことを目的とし，懇談会

を実施している。今年度の懇談内容は，①農地利用状況調査の結果

報告，②都市農地貸借円滑化法の事例紹介，③農業委員会活動につ

いて，④特定生産緑地制度及びスケジュール説明，⑤東京都農業会

議職員の講演を予定している。候補日については，東京都農業会議

松澤部長が出席可能な日程となっており，本日程に伴う会場と懇談

内容について協議いただきたい。 

この地区別懇談会は農業委員にとって大切なのは承知している。

しかし，現在のコロナの感染状況の中，実施するのであれば感染対

策や実施方法を工夫することはもちろん，開催の中止も踏まえ，議

論すべきではないか。 

先ほど，永澤委員からも同様の意見をいただいた。今日の時点で

は，日時・会場・講演内容を検討しつつ，開催まで時間があるた

め，今後のコロナの感染状況を踏まえ，次回の総会で地区別懇談会

の開催の有無を含めた最終判断をする方向性でどうか。事務局はど

うか。 

次回の総会で中止決定をしてもスケジュールは間に合うので，問

題ない。 

また，講演内容については，昨年から，主だった制度の変更もな

いため，都市農業を取り巻く最新事例や，法律・制度に関係する解

釈の問題等，横断的な最新情報にしてもらうことで，東京都農業会

議職員の一任としたい。 

協議の結果，地区別懇談会の場所と日程について決定した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

地区 日程 会場 

２・４ 
11/８ 

(月) 

 

 

午後 

６時 

～ 

８時 
 

ＪＡ東京むさし国分寺支店 

３ 
11/９ 

(火) 
共益東部公会堂 

５ 
11/15 

(月) 

第一希望：西町プラザ 

第二希望：ひかりプラザ 

１ 
11/18 

(木) 
もとまち公民館 
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○ 日程第６   報告事項 

報告第１号 農地法第３条の３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４条第１項第８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１件報告した。 

 

報告第３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３号について，事務局より資料を基に10件報告した。 

 

報告第４号 農地利用状況調査について 

報告第４号について，前回総会の協議を経て決定した事項を事務局よ 

り資料を基に報告した。なお，ＪＡについては，各日程に１名参加予定 

であるが，緊急事態宣言が発令された場合は欠席する旨の連絡があった。 

 

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報告した。 

９月３日開催の広報研究会について，各自のパソコンよりＷＥＢ配信に 

よる参加方法で濱野編集委員長，笛田編集委員，永澤編集委員の出席を確 

認した。 

９月14日開催の北多摩地区農業委員・農地利用最適化推進委員研修会に 

ついては，ＷＥＢ配信による参加となるため，共益東部公会堂にて，事務 

局のパソコンでのＷＥＢ配信をスクリーンに映し出す方法で参加になる旨 

を伝え，10名の出席を確認した。また，当該ＷＥＢ配信について，各自の 

パソコンからの参加希望委員も複数名いたため，ＷＥＢ参加の上限などを 

東京都農業会議に確認し，後日伝えることとした。 

９月29日開催の農地部会長研究集会について，鈴木吉弘農地部会長の出 

席を確認した。 

10月15日開催の女性農業委員等研修会について，笛田委員の出席と鈴木 

弘子委員が保留である旨を確認した。 

 

○ 日程第７ その他 

 

議  長  令和３年第９回農業委員会総会は，９月17日(金)午前９時30分より，国

分寺市役所書庫棟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。 

 

令和３年８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 


