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第 ７ 回 農 業 委 員 会 議 事 録 

 

 

開 会 日          平成28年９月20日（火） 

 

場 所          文化会館たづくり 1002学習室 

 

開会時間  午後３時１分 

 

出席委員 

    １番委員  浜 島   稔         ２番委員  杉 﨑   修 

    ３番委員  谷 戸 一 雅         ４番委員  島 田   実 

    ６番委員  元 木 幹 夫         ７番委員  太 田 春 男 

    ８番委員  白 川 精 次         ９番委員  野 口 一 盛 

    10番委員  荻 本 末 子         11番委員  富 澤 省 二 

    12番委員  中 村 伊三男         13番委員  遠 藤 好 照 

    14番委員  鳩 山 隆 史         15番委員  青 木 隆 夫 

    16番委員  桑 田 富 雄         17番委員  杉 本   実 

    18番委員  杉 﨑 一三六         19番委員  榎 本 弘 行 

    20番委員  川 端 宏 志 

 

欠席委員 

    ５番委員  吉 井 美華子 

 

 

事 務 局         

    局長  大平 守  次長  小倉 純 

    書記  中野詳一  書記  山口将一 
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○大平事務局長  では、ただいまから第７回調布市農業委員会総会を開催いたします。 

 ただいまのところ、18名の委員の方のご出席をいただいております。調布市農業委員会

議事規則第６条の規定によりまして定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

 それでは、これ以降の進行を杉﨑会長、よろしくお願いいたします。 

○議長（杉﨑（一）会長）  皆さん、こんにちは。毎日よく雨が降っておりますけれど

も、きょう、本当に皆さん雨の中、足元のお悪い中、ご出席をいただきまして、まことに

ありがとうございます。 

 皆さんご存じのように、また台風が近づいておりますけれども、東京地方は今晩あたり

が峠という内容でございますが、余り荒れなければよいなと思っております。先般お話も

しましたけれども、最近本当に熱帯地方というのですか、雨の降る量が半端ではなくなり

ました。中小河川の氾濫も各地で起きております。そういうことで、また皆さん、後片づ

けや何かと、いろいろ心労も多いかと思いますけれども、その反面、うちのほうも農業ま

つりに向けて皆さん、農作物、それ以外にもつくっているわけですが、こう雨が降りまし

ては、先々の農作物のでき上がりというのですか、収穫にも多尐影響があるのではないか

と思います。 

 それでおりましても、農業まつりでいいますと、やはり中には立派な野菜、商品を出す

方がおりまして、なかなかそうもいっていられないのですけれども、確かに価格は高騰し

てきたことは確かでございます。当面まだ１ヵ月ぐらいはこんな状態が続くのではないか

という予測もしておりますけれども、そういうところで、また季節のかわり目でもござい

ますので、皆さんお体には十分注意をされまして、ご活躍をしてくださればありがたいと

思います。 

 それでは、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。 

 それでは、日程第１、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事

録署名委員には、13番議席の遠藤委員、14番議席の鳩山委員を指名しますので、よろしく

お願いいたします。 

 続きまして、日程第２、会期の決定についてを議題とします。会期の日程は、本日１日

としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」との声あり） 

 異議なしと認め、そのように決定いたします。 

 続きまして、日程第３、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第14号「農
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地法第４条第１項第７号の規定による届出について」と、報告第15号「農地法第５条第１

項第６号の規定による届け出について」を事務局から説明します。事務局、よろしくお願

いいたします。 

○中野書記  それでは、専決処分の報告についてご説明をいたします。 

 報告第14号をごらんください。農地法第４条第１項第７号の規定による転用届け出書に

ついてであります。 

 農地法第４条の規定による転用届とは、土地の所有権の移転を行わずに、農地を農地以

外の地目に転用するものであります。 

 番号１をごらんください。土地の所在は緑ケ丘１丁目●番●、面積は212平方メートル

となっております。申請人は●●●●氏、転用目的は戸建て住宅建設であります。浜島委

員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、申請書類に不備

はなく、７月22日に届け出を受け、７月28日に受理通知書を交付しております。 

 続きまして、報告第15号をごらんください。農地法第５条第１項第６号の規定による届

け出についてであります。 

 この届け出は、土地の所有権の移動を行い、農地を農地以外のものに転用するものでご

ざいます。 

 番号１についてご説明をいたします。土地の所在は国領町４丁目●番●、面積は115平

方メートルであります。譲渡人は大和ハウス工業株式会社、譲受人は●●●●氏であり、

転用目的は戸建て住宅建設であります。事務局職員が現地確認を行い、現況が農地である

ことを確認しております。なお、申請書類に不備はなく、７月15日に届け出を受け、７月

28日に受理通知書を交付しております。 

 番号２についてご説明をいたします。土地の所在は菊野台１丁目●番●、面積は153平

方メートル外１筆であります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は株式会社アートライフクリ

エイトであり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。白川委員が現地確認を行い、現

況が農地であることを確認しております。なお、申請書類に不備はなく、７月28日に届け

出を受け、８月３日に受理通知書を交付しております。 

 次のページをごらんください。番号３についてご説明をいたします。土地の所在は国領

町４丁目●番●、面積は115平方メートルであります。譲渡人は大和ハウス工業株式会社、

譲受人は●●●●氏であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。杉﨑修委員が現地

確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、申請書類に不備はなく、
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８月１日に届け出を受け、８月９日に受理通知書を交付しております。 

 番号４についてご説明いたします。土地の所在は深大寺北町７丁目●番●、面積は351

平方メートル外１筆であります。譲渡人は●●●●氏、譲受人はタクトホーム株式会社で

あり、転用目的は戸建て住宅建設であります。青木委員が現地確認を行い、現況が農地で

あることを確認しております。なお、申請書類に不備はなく、８月８日に届け出を受け、

８月22日に受理通知書を交付しております。 

 番号５についてご説明いたします。土地の所在は国領町４丁目●番●、面積は115.2平

方メートルであります。譲渡人は大和ハウス工業株式会社、譲受人は●●●●氏であり、

転用目的は戸建て住宅建設であります。杉﨑修委員が現地確認を行い、現況が農地である

ことを確認しております。なお、申請書類に不備はなく、８月22日に届け出を受け、８月

26日に受理通知書を交付しております。 

 次のページをごらんください。番号６についてご説明いたします。土地の所在は国領町

４丁目●番●、面積は109平方メートルであります。譲渡人は大和ハウス工業株式会社、

譲受人は●●●●氏と●●●●氏であり、転用目的は戸建て住宅建設であります。杉﨑修

委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、申請書類に不

備はなく、８月29日に届け出を受け、９月２日に受理通知書を交付しております。 

 番号７についてご説明いたします。土地の所在は国領町４丁目●番●、面積は115平方

メートルであります。譲渡人は大和ハウス工業株式会社、譲受人は●●●●氏と●●●●

氏であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。杉﨑修委員が現地確認を行い、現況

が農地であることを確認しております。なお、申請書類に不備はなく、８月26日に届け出

を受け、９月２日に受理通知書を交付しております。 

 専決処分の報告につきましては以上になります。 

○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何かご質問はありません

か。ありましたらお願いします。 

 ご質問、ご意見もなさそうですので、以上２件の報告を承認することにご異議ありませ

んでしょうか。 

     （「異議なし」との声あり） 

 異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。 

 次に日程第４、議案第10号「調布市農業委員会が管理する市政情報の公開等に関する規

程の一部を改正する告示」を議題とします。事務局が朗読します。事務局、お願いいたし
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ます。 

○山口書記  議案第10号「調布市農業委員会が管理する市政情報の公開等に関する規程

の一部を改正する告示」、上記の議案を提出する。平成28年９月20日提出、提出者、調布

市農業委員会会長・杉﨑一三六。 

○議長  それでは、説明をお願いということで、よろしくお願いいたします。 

○中野書記  それでは、議案第10号の調布市農業委員会が管理する市政情報の公開等に

関する規程の一部を改正する告示について、ご説明いたします。 

 本案は、調布市情報公開条例に基づき規定する調布市長が管理する市政情報の公開等に

関する規則の一部改正に合わせて改正するものであり、農業委員会も市の情報公開条例の

実施機関となっておりますので、改正するものであります。 

 主な改正内容といたしましては、審査請求があった場合の申請書類の提出先を実施機関

ではなく情報公開審査会に一元化し、あわせて様式中の提出先を改正するとともに、文言

の整理を図りました。 

 議案の新旧対照表をごらんください。左側、改正後に沿ってご説明いたします。 

 最初のページ、第３条では、市政情報の公開請求書の提出について、第１項と第２項で、

情報公開請求に際し、請求書の提出と、その方法を改正しております。 

 第４条では、公開請求に係る様式を定めました。 

 次のページ、第５条も第４条と同様に、公開決定の期間の延長に係る様式を定めており

ます。 

 第６条から次のページの第９条までは、情報公開規則の文言の整理となっております。 

 次のページをお願いいたします。第１号、次のページの第７号様式、次のページの第９

号様式中の調布市農業委員会宛の「宛」の部分が今まで平仮名であったものを漢字に改め

ました。 

 次のページの第13号様式は、「調布市農業委員会」から「調布市情報公開審査会」に改

めました。 

 次のページの第14号様式と、その次のページの第15号様式は、第13号様式と同様に「調

布市農業委員会」から「調布市情報公開審査会」に改め、さらに裏面の削除をしておりま

す。 

 以上の改正を行い、平成28年10月１日からの施行とするものでございます。よろしくご

審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 
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 以上です。 

○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何かご質問がありました

らお願いします。内容が尐し変わったということです。 

○杉本委員  済みません、資料が薄くて余りよく…… 

○議長  そうなのですよね。ごめんなさい。改正後の資料がちょっと…… 

○杉本委員  改正後のほうが薄いのです。これ、改正後はみんな審査会になったという

ことでしょう。全部、そこだけ違うのでしょう。 

○議長  では、説明のほう、よろしくお願いします。 

○小倉事務局次長  改正後は審査会に全て統一されたのかというご質問かと思います。

この部分につきましては、一部審査会になったとご理解いただければと思います。という

のは、先ほど私ども事務局からも説明しましたとおり、市政情報の公開に関する内容につ

きましては、調布市農業委員会も市長同様に実施機関の一部になっています。したがいま

して、本来これを受けるものは調布市農業委員会であるというもの、そこは変わりはない

のですけれども、不服請求等があった場合についての受け皿が農業委員会ではなくて審査

会になった。その部分以降の様式について、これまで調布市農業委員会であったものを調

布市情報公開審査会という形で、一部提出先が変更になった形になっています。 

○議長  今の説明でよろしいでしょうか。 

○杉本委員  はい。 

○議長  それでは、ほかにご質問がありましたら。――ないですね。それでは、ご質問、

また何かありましたら、その都度聞いていただければいいかと思います。改正後のプリン

トがちょっとみにくいので。そういう質問でした。そういうことで、ご意見もないようで

すので、報告のとおり承認することにご異議ありませんでしょうか。 

     （「異議なし」との声あり） 

 ご異議なしと認めて、報告のとおり承認することと思います。 

 次に、日程第５、報告事項を議題とします。 

 １、平成28年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、２、租税特別措

置法第70条の６第１項の規定による証明（相続税の納税猶予に関する適格者証明）につい

て、３、租税特別措置法第70条の６第１項の規定による証明について（引き続き農業経営

を行っている旨の証明）、税務署に提出するものでございます。それから、４、生産緑地

法第10条の規定による証明についてを事務局から説明いたします。事務局、よろしくお願
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いいたします。 

○中野書記  それでは、報告事項１をごらんください。平成28年度農業委員会審議状況

及び目的別農地転用状況についてであります。 

 上の表２段目、区分、今回総会での審議状況をごらんください。農地として権利の移動

等があったものとして、農地法第３条及び法第18条につきましては、今回の申請はありま

せんでした。 

 表の右側になります。宅地として農地転用したものは、農地法第４条で１件、面積が

212平方メートル、所有権の移動を伴う農地法第５条が件数７件、面積1,105.84平方メー

トルとなっております。 

 届け出の取り下げ申請についてはありませんでした。 

 続きまして、下の表についてご説明をいたします。上の表の右側、宅地として農地転用

したものの内容でございます。今回の総会審議状況で、前回から変更となった部分でござ

います。 

 農地法第４条では、区分欄の上から１段目、自己所有の専用住宅に転用したものが１件、

面積212平方メートル。 

 農地法第５条では、区分欄上から２段目、建て売り住宅・分譲に転用したものが17件、

面積8,659.84平方メートル。 

 内訳の合計は表の右の合計欄になります。件数28件、面積１万2,436.84平方メートルで

あります。 

 なお、取り下げ申請につきましては今回はありませんでしたので、前回の件数及び面積

となっております。 

 次のページをお願いいたします。報告事項２をごらんください。租税特別措置法第70条

の６第１項の規定による証明（相続税の納税猶予に関する適格者証明）についてでありま

す。 

 この証明は、農地を相続により取得した者が相続税の納税猶予の適用を受けるため、税

務署に提出するものであります。 

 番号１について説明いたします。土地の所在は深大寺北町４丁目●番●外３筆、面積は

1,266平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。青木委員が

現地確認をしております。 

 番号２についてご説明いたします。土地の所在は国領町１丁目●番●外１筆、面積は
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557平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。杉﨑修委員が

現地確認をしております。 

 なお、番号１及び番号２につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行

しております。 

 次のページをごらんください。報告事項３をごらんください。租税特別措置法第70条の

６第１項の規定による証明（引き続き農業経営を行っている旨の証明）についてでありま

す。 

 この証明は、相続税の納税猶予を受けている者が３年ごとに相続税の納税猶予を継続し

て受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明するものであります。 

 番号１についてご説明いたします。土地の所在は上石原３丁目●番●外４筆、面積は

2,945平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。中村委員が現地確

認をしております。 

 番号２についてご説明いたします。土地の所在は国領町６丁目●番●外３筆、面積は

2,379平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。島田委員が現地確

認をしております。 

 番号３についてご説明いたします。国領町６丁目●番●、面積は773平方メートル、相

続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。島田委員が現地確認をしております。 

 番号４についてご説明いたします。土地の所在は国領町６丁目●番●、面積は1,219平

方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。島田委員が現地確認をして

おります。 

 番号５についてご説明いたします。土地の所在は布田３丁目●番●外５筆、面積は

901.15平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。島田委員が現地確

認をしております。 

 番号６についてご説明いたします。土地の所在は仙川町３丁目●番●外３筆、面積は

2,769平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。浜島委員が現地確

認をしております。 

 次のページ、裏面になります。番号７についてご説明いたします。土地の所在は国領町

７丁目●番●外21筆、面積は7,530.47平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●

●●氏です。谷戸委員が現地確認をしております。 

 なお、番号１から番号７までにつきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を
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発行しております。 

 次のページを開いていただき、報告事項４をごらんください。生産緑地法第10条の規定

に係る農業の主たる従事者の証明についてであります。この届け出は、生産緑地に係る農

地の主たる従事者である旨を証明するものであります。 

 番号１についてご説明いたします。土地の所在は布田３丁目●番●外１筆、面積は

1,421平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。島田委員が現地確認をして

おります。 

 番号２についてご説明いたします。土地の所在は布田３丁目●番●外３筆、面積は

1,326平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。島田委員が現地確認をして

おります。 

 この番号１及び番号２については、主たる従事者は同一になりますが、申し出をする者

がいずれも別人かつ別な地番であることから２件となっております。 

 番号３についてご説明いたします。土地の所在は深大寺北町２丁目●番●外10筆、面積

は6,217.34平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。杉本委員が現地確認を

しております。 

 番号４についてご説明いたします。土地の所在は東つつじケ丘３丁目●番●外４筆、面

積は2,960平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。元木委員が現地確認を

しております。 

 番号５についてご説明いたします。土地の所在は深大寺北町４丁目●番●外３筆、面積

は3,390平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。青木委員が現地確認をし

ております。 

 番号６についてご説明いたします。土地の所在は下石原２丁目●番●外２筆、面積は

1,482平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。杉﨑会長が現地確認をして

おります。 

 なお、番号１から６までのいずれも申請書類に不備はなく、証明書の交付を行っており

ます。 

 以上で報告事項の説明を終わります。 

○議長  ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありましたことについて、

何かご質問がありましたらお願いします。はい。 

○太田委員  ７番委員の太田です。報告事項２の１と、報告事項４の５番の関係で、私
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も今回初めての農業委員会で、知識不足もあって、確認の意味で質問させていただきます。 

 報告４の５番は北町４丁目●―●の３筆です。面積は3,390で、主たる従事者は今度●

●さんにかわるということで、これ、名義変更のための、それを買い取るための所有者変

更の手続のものですよね。上は生産緑地といって今後使うということですよね。住所が同

じということは、この3,390のうち、今後とも生産緑地で使おうとしている面積が1,266と

いう意味ですか。別なのですか。その辺がちょっとわからない。 

○議長  では、事務局、説明願います。どうぞ。 

○中野書記  報告事項２、適格者証明のほうになります。こちらの申請の筆が深大寺北

町４―●―●、そして●と、４―●―●と４―●―●になるのです。それで、今度は主た

る従事者についての証明のほうの筆も、４―●―●、４―●―●、４―●―●、４―●―

●とあるのですが、主たる従事者、今まで畑を耕作していた方の証明になりますので、こ

の筆全部が買い取り申し出になるわけではございません。ただ、主たる従事者としての証

明をさせていただくものになります。ここで耕作していましたということです。そして、

さきに申しました適格者証明については、ここの部分について納税猶予を受けたいという

ことになりますので、かぶってしまうところがあるのですが、そのうちの面積が、そのう

ちの500平方メートルだとか、497平方メートルというように申請があったものですので、

合計面積が変わっています。 

 以上です。 

○議長  太田委員、よろしいでしょうか。 

○太田委員  上の番号というところ、ちょっと黒線でなっていて、買い取り申し出の理

由と書いてあります。だから、これだと全ての従事者変更になったときの面積かなという

ようにみえるのです。さっきの説明では一応わかりましたけれども、買い取り申請する土

地の面積ではないということですね。 

○中野書記  はい。今、ご説明の中で、ここに主たる従事者についての証明願をいただ

いた中に入っているところではないと、逆に買い取り申し出ができないわけです。主たる

従事者の証明願を入れた筆全部を買い取り申し出にする必要はないのですけれども、その

中に入っていないところ以外の買い取り申し出はできないということで、もうちょっと多

目に請求される方もいらっしゃいます。今の太田委員のご質問があった…… 

○小倉事務局次長  まだ分筆をしていないのでしょう。 

○中野書記  もう一度いわせていただきます。こちらの土地について、主たる従事者の
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証明を受けた後に、買い取り申し出をする場所について分筆する場合がございますので、

面積が変わってくる可能性があります。 

○太田委員  要するに、主たる従事者が亡くなった場合については、全て生産緑地は従

事者の証明の変更の届け出を出すと。全ての土地。それは面積ではなくて、名前の変更と

して全部出す。そういう意味での面積ですか。そのように理解すれば。 

○中野書記  はい。 

○野口委員  いいですか。先ほど、税務署に提出する証明書ということで説明されまし

たよね。 

○議長  引き続いて。 

○野口委員  うん。だから、その部分での、要するに、●●さんのほうの相続のために

処分しなければいけないというものが出るではないですか。だから、恐らくそこら辺で面

積がぐっと減っているということで理解していいのですか。 

○議長  ちょっといいですか。簡単に説明すると、3,390平米のうちの1,266が結局納税

猶予を、まだ分筆していない。そこを受けて、あと残りを相続税として支払うために買い

取り申請に回すのではないかとみてとれます。太田委員、そういうことです。 

○太田委員  そうしたら、3,390マイナス1,266の面積が買い取り申請を出すという、こ

の面積が乗るのではないかなということと、この3,390が含まれているというのがちょっ

とわからなかったのです。 

○議長  だから、名義変更をやる前に、とりあえず出す必要があって、買い取り申請な

り何なり、納税猶予を受けるなり、やはり主たる従事者の名前で出ますので、死亡という

ことで出ますので。一番簡単というか、やはり分筆してくれれば一番ややこしくないわけ

です。ただ、どのぐらい相続税がかかるか、かからないか、わからないでしょう。それに

また兄弟でもあると、遺産分割でいろいろ変わってくるでしょうから。 

○野口委員  これはあくまでも生前のやられた当時の公図面積ですよね。 

○議長  そちらのほうは、よろしいですか。では、よさそうですので、ほかにご質問等

ございましたら、お受けいたします。――それでは、以上４件の報告を了承することにご

異議ございませんでしょうか。 

     （「異議なし」との声あり） 

 異議なしと認め、報告のとおりとさせていただきます。 

 次に、諸報告でございます。諸報告及び連絡事項について、局長から説明願います。お
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願いします。 

○大平事務局長  では、諸報告及び連絡事項についてご説明を申し上げます。日程次第

と資料をごらんになっていただきたいと思います。 

 最初に、諸報告の１、東京都農業会議第119回通常総会及び農業委員会会長・事務局長

会議についてであります。８月17日午後２時から立川にありますＪＡ東京第１ビルにおい

て、東京都農業会議第119回通常総会及び、引き続きまして農業委員会会長・事務局長会

議が開催されました。 

 通常総会についての資料は１ページから18ページにかけてであります。総会では理事の

選任、それから平成27年度の事業報告、歳入歳出決算等を議題としたほか、農業委員会法

に基づく東京都の農業振興施策に関する意見の採択がございました。資料の17ページがそ

の意見でございまして、農地の保全と担い手の育成等が意見の内容となってございます。 

 それから、農業委員会会長・事務局長会議につきましては資料の19ページからでありま

す。最初に、東京都から指導農業士制度について説明がありました。20ページからがその

説明でございまして、地域農業の振興に関する活動を行い、農業後継者や新規参入者に対

する指導、育成に意欲的な方を都知事が認定する制度であります。 

 また、資料の25ページの生産緑地の適正管理の推進についての検討メモにございますよ

うに、生産緑地の適正管理について、耕作が放棄されているような農地への固定資産税、

適正課税の検討についての説明がありました。 

 続きまして、諸報告の２、第56回企業的農業顕彰候補者の推薦についてであります。資

料の27ページであります。以前の総会におきまして委員の皆様から推薦をいただきました

とおり、企業的農業顕彰候補者として●●●●さんと●●●●さんを東京都農業会議に推

薦いたしました。資料の28ページ及び29ページが推薦書になります。お２人は消防団活動

などを通して地域活動に貢献されながら、都市農業の特徴を生かし、地域消費者、学校給

食に安心で新鮮な農産物を供給し、品質の向上、経営の安定化を図り、積極的に農業経営

をされていることから推薦いたしましたという内容であります。 

 次に、連絡事項であります。 

 最初に、１、次回の総会日程についてでございます。次回の総会は10月20日木曜日午後

３時から、調布市文化会館たづくり1001学習室で行います。役員会は、同じ日の午後２時

30分から同じ会場で行いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、２の農地関係部会長研究集会の開催についてであります。資料の30ページであり
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ます。農地関係部会長研究集会が９月29日に開催されます。吉祥寺第一ホテルにおいて、

農地制度と課税をめぐる情勢、武蔵野市の農地利用状況調査等の取り組みを研究した後に、

農業ふれあい公園、農業経営等の見学をする予定になっております。農地部会長と事務局

が参加いたします。 

 次に、３、農業委員会経営関係部会長研究集会の開催についてであります。資料の33ペ

ージであります。関係部会長研究集会が10月13日開催されます。あだち産業センターにお

いて、足立区の農業概要、足立区の農業経営等を研修した後、千住ネギの栽培、給食野菜

の生産圃場を現地見学する予定になっております。農業経営部会の正副会長のご都合が悪

いために、杉﨑修委員と事務局が参加いたします。 

 次に、４、国分寺市農業委員会との意見交換の開催についてであります。前回の総会で

ご報告しましたとおり、国分寺市の農業委員会が10月21日午後から調布市内の農地を視察

し、調布市の農業委員会と意見交換を開催することになりました。午後１時半に調布に到

着し、調布の農業の概略等について説明した後に現地を見学いたします。市内の農地見学

をした後に、午後４時から市役所、議会棟の全員協議会室におきまして、国分寺市の農業

委員会と調布市の農業委員会が意見交換会を行います。意見交換会終了後には懇親会も予

定しております。終了後に意見交換会と懇親会の出欠席を確認させていただきますので、

よろしくお願いいたします。また、希望される方につきましては、農地の現地見学にも参

加できますので、その旨、お申し出くださればと思います。 

 次に、５、生産緑地等農地利用状況調査（農地パトロール）についてであります。７月

にも実施しましたが、今年度２回目の生産緑地等農地利用状況調査を11月８日火曜日に実

施いたします。詳しくは次回の総会でご案内いたしますので、日程だけのご案内になりま

すが、よろしくお願いいたします。 

 次に、６、第43回農業委員会等功労者並びに平成28年度農業功労者表彰事業の実施につ

いてであります。資料の36ページからであります。資料の38ページには農業感謝状の細則

がありまして、地域農業に振興されてきた農業者に感謝の意を表するため、顕彰するもの

であります。東京都農業会議への推薦締め切りが11月末となっておりますので、来月の総

会で協議をいただきますので、よろしくお願いいたします。なお、39ページには昨年度ま

での受賞者が記載されておりますので、そのときの参考にしていただければと思います。 

 次に、連絡事項の７であります。先ほども若干説明しましたが、東京都指導農業士制度

についてであります。説明員をかわります。 
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○中野書記  先般、総会の招集通知と同封しました東京都指導農業士についてですが、

今年度から農業後継者及び青年農業者の育成、指導に取り組む先進的な農業者を都知事が

認定する制度であります。既に全国では各地域の農業振興や担い手育成のために活躍して

おります。具体的な内容はパンフレット等に記載してございますが、農業者からの申請に

基づいて農業改良普及センターと相談しながら、市農業委員会が東京都の農業振興事務所

及び東京都に推薦を行うものでございます。 

 したがいまして、調布市の農業委員会に申請があったものを農業委員会会長名で東京都

に推薦を行うことになりますので、今後申請がありました際には議題として総会でご報告

させていただくこととなりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上になります。 

○大平事務局長  では、最後に、８、その他であります。東京都指導農業士制度ご案内

のほか、全国農業新聞等のチラシと、東京都農業会議情報を同封してお送りしました。ま

た、農政対策ニュースを本日配付してありますので、参考としていただければと思います。 

 以上で説明を終わります。 

○議長  ありがとうございました。ただいま事務局からるる説明がございました。何か

このことについてご質問がありましたらお願いします。はい。 

○杉本委員  ちょっとあれなのですけれども、４番の国分寺市との合同会議というか、

これ、ネクタイ着用でしょうか。 

○大平事務局長  一応、クールビズにつきましては10月いっぱいまでとなっております

ので、調布市におきましては10月、調布市農業委員会におきましても10月末日までという

ことでご了解いただいておりますので、調布の農業委員の方はノーネクタイでも結構です。

あと、寒ければ上着も、暑ければ上着がなくても大丈夫です。ただ、国分寺のほうはどう

いう取り扱いをしているのかわからないのですけれども、全国的には、たしか環境省は10

月末日というのを一般的にいっていますので、多分向こうもそういう格好で来るかもしれ

ません。ただ、こちらのほうとしてはノーネクタイでもよろしいかと思います。 

 以上です。 

○杉本委員  あと、農業功労者のこれ、できれば今までの年齢を入れてもらいたいと思

っているのです。大体どれぐらいの人がとっているのか。 

○大平事務局長  では、来月の総会で協議していただきますので、そのときに年齢を入

れたものを皆さんにお渡ししたいと思います。 
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○議長  これ、受賞時の年齢ね。もう亡くなってしまっている人もいるから。 

○大平事務局長  受賞時の年齢？ 今ではなくて？ 

○議長  受賞したときのね。 

○富澤副会長  そう、受賞したときの年齢が参考になる。 

○大平事務局長  では、それを来月に用意いたします。 

○議長  では、私からちょっと。実は国分寺の農業委員会の交流会をぜひしたいという

内容でございますけれども、榎戸会長はもう足かけ18年ぐらい、６期ぐらい農業委員会会

長さんをやられているのです。東京都のほうでも常設の審議委員ですし、それから、地元

であっては北多摩の農業委員会連合会の副会長でもありまして、実は昨年度、都市部にお

いては全国で初めて国分寺の農業委員会が農水省の農林大臣功労賞をいただいたのです。

どういう内容かといいますと、まず、市民対象に農業校をやったり、農業委員会そのもの

は女性もとうに登用していまして、その女性の方は結局、消費者代表なのです。いってみ

れば市民の代表者ということで、来年ちょうど一斉改選で国分寺市もどういうことになる

かわかりませんけれども、私のほうは、皆さんこの４月１日から新しく農業委員さんにな

られたわけで、私も含めてそうなのですが、そういうことでシステムを勉強したいと。自

治体によっては随分違いがあるもので、やはりそういうことと、もう１つは、片方は中央

線沿線、片方は京王線沿線で、面積も農家戸数も似たり寄ったりなのです。内容をみます

と、やはり調布市も深大寺さんのほうに植木関係の方がいらっしゃるということで、国分

寺にも苗木屋さんも含めて植木屋さんが多いのです。そういうことで状態がすごく似てい

るのと、改選をしたという実績から、ぜひ交流会をして、同じ農家で、立場を同じにして

やりたいということで申し入れがあったものです。実は本当はこの４月か５月ごろと予定

していたのですけれども、さっきいった農水省の功労賞の表彰がちょうど５月にあったも

のですから、10月ごろにずれ込んだということでございます。 

 それで受け入れる我々にとりましても、皆さん、農業委員さんとしても初めての方もい

らっしゃいますし、でも、そういう場所柄、昔から市民交流の盛んなところでございまし

たので、私たちも勉強になるようなことがあろうかと思いまして、あちらさんでは結局ど

ういう目的といいますと、やはり尐しずつふえているのが体験型農園なのです。そういう

のをぜひ見学したいということで、その辺のところは、今、深大寺さんのほうで１件、そ

れから調布さんのほうで１件もって、先ほど局長から話がありましたとおり、今、調布市

の農業委員会でも女性があり、そしてまた職種の違う方もおりますし、ですから、参加自
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由ですので、もしそういうところをみてみたいという希望がありましたら、ぜひ出席をお

願いしたいと思います。なお、市議会の全協、全員協議会室が４階にあるのですけれども、

そこでまず調布市の農業を事務局さんから説明していただいて、それから今度は皆さんで

集まっていただいて、いろいろ意見交換会をして、それから現地へ出向くという内容で、

その後、時間は５時半ごろまでですか、ここでは６時となっていますが、大体…… 

○大平事務局長  １回４時に…… 

○議長  ４時に帰ってきて…… 

○大平事務局長  意見交換。 

○議長  そうだ、意見交換をやってね。それから、それが終わりましたら、矢田部茶屋

でまた改めて、本当に今度はざっくばらんな意見を取り交わすという段取りになっていま

す。誰も出席しないと受け入れるほうも何ですので、こうみますと、皆さん出席できそう

な方もいらっしゃいますので、ぜひご協力のほどお願いしたいと思います。 

 以上であります。あと、終わった後、希望者をここでとるのです。 

 ということで、ほかに質問もございませんね。 

 それでは、本日の日程はこれで全て終了いたしました。これで第７回農業委員会総会を

閉会とさせていただきます。皆さん、ご協力どうもありがとうございました。 

 

                               閉会 午後４時 

 


