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令和３年第11回 国分寺市農業委員会総会議事録 
 

令和３年11月19日(金)午前９時30分 

第11回国分寺市農業委員会総会をプレハブ第１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 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２号 令和３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 

議案第３号 令和３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３年度農業委員会主催各表彰受賞祝賀会の開催について 

 

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 令和３年度農業功労者表彰候補者について 

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11回国分寺市農業委員会総会の開会を宣言した。 
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○ 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。 

５番 清水委員   ７番 本多委員 

 

○ 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。 

10/27 農業委員会だより発行に伴うインタビュー（濱野編集委員長) 

       10/28 農業委員会会長現地研究会（田中会長） 

       11/３ 令和３年国分寺市表彰式(田中会長) 

       11/８・11/９・11/15 地区別懇談会（全員） 

       11/17 第２回事業推進協議会（田中会長） 

 

○ 日程第４  議案審議 

議案第１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１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番を内藤委員，３・４番を鈴木正治委員，

５番を篠宮委員，６番を鈴木正治委員，７番を本橋委員に現地調査報

告を求めた。なお，本議案２番を審議する際は，国分寺市農業委員会

会議規則第10条の規定に基づき，鈴木吉弘委員が退席した。また，本

議案３・４番を審議する際は，同様の理由で，議長である田中会長は

退席し，議長を齋藤会長職務代理に交代した。 

本多委員 

 

 

 

 

内藤委員 

 

 

 

 

鈴木正治委員 

 

 

篠宮委員 

 

 

 

鈴木正治委員 

 

議案第１号１番について，11月５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。南側の農地ではサトイモ等の

野菜類のほか，クリを栽培しており，北側の農地では，パッション

フルーツ，ブドウ，レモン等を栽培しており，すべて適切に肥培管

理されていた。 

議案第１号２番について，11月５日に，濱野委員，私と事務局で

現地調査を行った。東恋ヶ窪の農地では，ダイコン，ナス，ナバナ

等の野菜類を栽培するほか，農業体験農園を運営していた。西恋ヶ

窪の農地はサトイモ，サツマイモ，ニンニク等の野菜類を栽培して

おり，すべて適切に肥培管理されていた。 

議案第１号３番・４番について，11月１日に，篠宮委員，私と事

務局で現地調査を行った。当該農地は現在，モミジ，カエデ等の植

木類を栽培しており，すべて適切に肥培管理されていた。 

議案第１号５番について，11月１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。当該農地は，モミジ，ギンモ

クセイ等の植木類を栽培しており，すべて適切に肥培管理されてい

た。 

議案第１号６番について，11月１日に，田中会長，篠宮委員，私

と事務局で現地調査を行った。自宅隣接農地では，ツゲ，ドウダン
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本橋委員 

 

 

 

 

内藤委員 

 

議  長 

 

 

内藤委員 

議  長 

 

事 務 局 

 

 

 

本橋委員 

 

事 務 局 

 

 

議  長 

 

ツツジ，ハナミズキ等の植木類のほか，クリを栽培しており，南側

の農地では，ウメ，ハナミズキ等を栽培しており，すべて適切に肥

培管理されていた。 

議案第１号７番について，11月５日に，栗原委員，私と事務局で

現地調査を行った。自宅隣接農地では，モミジ，コニファー，ユズ

等の植木類を栽培しており，光町二丁目の農地では，コニファー，

マテバシイ等の植木類を栽培しており，すべて適切に肥培管理され

ていた。 

議案第１号６番の農地について，納税猶予農地から一部の樹木等

を除く必要があるのか。 

相続税納税猶予に関する適格者証明書の申請時，当該樹木が高木

となっており，容易に移植が出来ないことを理由に，本人の意思で

納税猶予農地から除いて申請された経緯がある。 

高木を除いて農作業をしているのか。 

高木の周りには植木があり，耕作する上では問題は生じていない

様子である。 

参考までに，他自治体の農業委員会では，相続時，納税猶予とし

て申請する土地に高木があった際，伐根後に撤去してもらうか，納

税猶予申請面積から除くよう，厳しく指導する委員会もある。当市

では，そのように厳密に指導している実績は過去見られない。 

今回のような樹木を伐採して畑に戻した場合，納税猶予面積とし

て加算されるのか。 

納税猶予面積の確定は，相続税納税猶予に関する適格者証明の際

になるため，その後，仮に高木の撤去等を行っても，面積に加算さ

れることはない。 

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１号１番から７番について全員一致で承認とする。 

       

議案第２号 令和３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２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 

 

議  長 

 

議  長 

 

12月１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。 

本議案について審議の結果，議案第２号について，次の者を推薦す 

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 谷合照雄氏（共西地区） 

 

議案第３号 令和３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３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４年２月17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。 
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議  長 

 

議  長 

 

本議案について審議の結果，議案第３号について，次の者を表彰す 

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 神山弘幸氏（中藤地区） 

 

○ 日程第５  協議事項 

 協議第１号 令和３年度農業委員会主催各表彰受賞祝賀会の開催について 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内藤委員 

 

 

本橋委員 

事 務 局 

 

 

本橋委員 

濱野委員 

 

事 務 局 

 

濱野委員 

 

 

 

本橋委員 

 

事 務 局 

 

議  長 

 

令和４年２月17日開催予定の農業委員会主催各表彰受賞祝賀会の実 

施にあたり，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を考慮した

上で，飲食を伴う祝賀会にするか，昨年と同様に，飲食を伴わない

表彰式にするか，併せて，その場合，来賓として招待する者の範囲

について協議いただきたい。 

 なお，祝賀会の会場について，例年ＪＡ東京むさし国分寺支店２

階ホールを使用していたが，今年度及び今後の使用は確定申告相談

受付時期と重なるため，公共施設を使用することになる。今年度に

ついてはリオンホールを予約している。 

また，祝賀会の前に開催される農業者大会について，東京都農業

会議に確認したところ，昨年に引き続き，農業委員全員の出席では

なく，人数を絞り開催する意向であった。詳細は12月総会でお示し

する。 

新型コロナウイルス感染状況の今後の動向については不明だが，

現時点での判断として，飲食を伴う行事の実施は難しく，表彰式と

して，安全を期して開催すべきと考える。 

リオンホールには，アクリル板等のコロナ対策物品はあるのか。 

手指消毒等のコロナ対策物品はあるが，アクリル板は主催者が持

ち込む形となる。なお，資料からは読み取りづらいが，席の間隔を

一定間隔空けることを想定している。 

席の間隔が空くとなると，来賓者の人数も検討する必要がある。 

祝いの場なので，人数は多い方が好ましい。リオンホールのＡ・

Ｂホールを使用すると，44名呼ぶことは可能なのか。 

リオンホールＡ・Ｂを予約しているため，広く使用して開催が可

能である。 

新型コロナウイルス感染状況の今後の動向は不透明であり，予断

を許さない。来賓者については，現時点では，各方面にお声掛けを

行い，情勢を見極めて，途中で規模縮小する等の対応はできると考

える。 

来賓者の席の配置については，パーテーションで区切るのはどう

か。 

パーテーションはリオンホールに相当数あるため，対応は可能で

ある。 

協議の結果，飲食を伴わない表彰式として実施し，来賓者は44名

全員とした。しかし，今後の新型コロナウイルス感染状況を鑑み
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 て，規模縮小や中止の判断もあり得ることとする。 

また，席については，４人が座るテーブルの島を11箇所，可能な

範囲でパーテーションを使用して区切ることで，コロナ対策を講ず

ることとした。 

 

○ 日程第６   報告事項 

報告第１号 農地法第３条の３第１項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３件報告した。 

 

報告第４号 令和３年度農業功労者表彰候補者について 

報告第４号について，前回総会の審議を経て推薦を決定した候補者か

ら推薦の受諾を得られた旨を事務局より資料を基に報告した。 

 

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。 

11月29日開催の農業委員会活動推進フォーラムについて，田中会長，齋

藤職務代理，濱野委員，鈴木吉弘委員の出席を確認した。 

 12月９日開催の食と農セミナーについて，笛田委員の出席を確認した。 

       令和４年１月28日開催の北多摩西部地区農業委員会検討会について，田

中会長及び齋藤職務代理の出席を確認した。 

 

○ 日程第７ その他 

・農地利用状況調査再調査の日程について 

・国への要望ならびに都への意見に関する内容の検討について 

 国分寺市の要望・意見を，11月末までに事務局に提出いただく。 

       ・農業委員会だより第43号について 

 

議  長   令和３年第12回農業委員会総会は，12月20日(月)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11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 


