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武蔵野市農業委員会 

  



 

令和２年第５回農業委員会通常総会議事録 

 

 

１ 日時  令和２年 10月 23日（金曜日）午前９時 30分 

 

２ 場所  武蔵野市役所西棟４階 412会議室 

 

３ 議事 

  (１ ) 議案第６号 農地に係る相続税の納税猶予に関する適格者の証明について 

  (２) 議案第７号 農地に係る相続税の納税猶予に関する適格者の証明について 

 

 

４ 協議・報告事項 

  (１) 農地パトロールについて 

  (２) 農家見学会・総務委員との意見交換会について 

  (３) 農業委員会だよりについて 

  (４) 令和２年度農業功労者表彰について 

  (５) 北多摩地区優秀農業経営者表彰候補者の推薦について 

  (６) 市ホームページにおける、農業委員等の取材協力について 

  (７) 令和２年度第３回生産組合長会議について 

  (８) 農産物品評会あり方検討会議について 

  (９) その他 会議等日程について 

 

５ 出席委員 

１番 榎 本 一 宏 君 ２番 田 中 恒 男 君 

３番 榎 本 英 明 君 ４番 松 本 正 人 君 

５番 後 藤 幸 治 君 ６番 船 木 忠 秋 君 

７番 田邊安輝子 君 ８番 櫻 井 義 則 君 

９番 北 沢 俊 春 君 10番 下 田 誠 一 君 

11番 坂 本 和 人 君 12番 大 坂 新 一 君 

13番 齋 藤 久 枝 君 14番 大 谷 壽 子 君 

 

６ 欠席委員      なし 

 

７ 委員以外の出席者  議案第６及び７号申請者 

 



 

８ 事務に従事した職員 

局 長 田 川 良 太 君 

係 長 佐々木要一 君 

主 任 荒 井 祐 一 君 

主 任 森 麻 衣 子 君 

 

  



 

事務局長 定刻になりましたので、ただいまより令和２年第５回農業委員

会通常総会を開催したいと存じます。 

 会長、お願いいたします。 

 

会長  ただいまより、農業委員会通常総会を開催いたします。 

 本日は総会ですので、事務局より会議の成立について報告があ

ります。 

 

事務局長  本日は 14名中 14名の出席をいただいておりますので、農業委

員会等に関する法律第 27 条第３項の規定により、有効に成立し

ていることを報告いたします。 

 

会長  本日、欠席委員はおりません。 

 

 本日の署名委員は、議席番号順で、９番北沢俊春委員、10番下

田誠一委員にお願いします。 

 

 それでは議事に入ります。 

 議案第６号 農地に係る相続税の納税猶予に関する適格者の

証明について を上程します。 

農業委員会法第 31 条により自己または同居の親族もしくはそ

の配偶者に関する事項については議事参与不可のため、●●委員

には審議のあいだ席を外していただきます。 

 

   〔●●委員退出〕 

  

 では、事務局の説明を求めます。 

 

事務局    〔事務局説明〕 

 

12番 大坂委員  10月 19日に５名で現地を確認しました。申請者にも立ち会い

いただき、現地の様子からも、申請者からの説明からも、しっか

りと営農に取り組まれていくことが良くわかりました。 

 

会長  大坂委員ありがとうございました。 

申請者をお呼びする前に、何かご質問等ございますか。 



 

 

   〔質疑応答〕 

 

申請者にこれからご出席いただきます。事務局は案内をお願い

いたします。 

 

   〔申請者 入室・着席〕 

 

 それでは「相続税納税猶予適用についての農業委員会内規」に

基づき、申請者に出席をいただきました。まず申請者より長期的

な目標と３か年の営農計画についてご説明をお願いいたします。 

 

申請者  就農し、10年が経過します。年々経営は改善しており、これか

らも更なる改善を目指し、努力していきたいと考えています。 

 学校給食を中心としながらも、ＪＡへの出荷や庭先直売もおこな

っています。 

 

会長 ありがとうございました。これより申請者へ質疑のある方はお

願いしたいと思います。 

 

２番 田中会長職

務代理者 

以前に委員会だよりの直売所特集の企画で、取り上げられてお

り、とても良い直売所と思っていますが、現在の庭先直売の売れ

行きはどうですか。 

 

申請者 大きな通りに面しているためか、無人直売のため、持ち去りの

問題に困っていたので自販機を導入した。持ち去りはなくなった

が、大根などの長物は入らないし、こうのとりベジタブル券が使

えないというデメリットもあるが、持ちさりが防げてよかったと

思っている。 

長物の件もあるので、自販機販売と無人直売は併用していきた

いと考えている。 

 

会長 他に質問はいかがでしょうか。 

 

質疑も終了したようですので、申請者から農業委員会に対し

て、相続税納税猶予を受けるにあたり、決意表明をお願いいたし



 

ます。 

 

申請者 学校給食を通じて地域の子ども達に野菜を提供していきたい。

時には遊び心を持った野菜を作付けしながら、自分も楽しみなが

ら、健康に留意して終生営農に取り組んでいきたいです。 

 

会長 ありがとうございました。 

事務局はご案内をお願いいたします。 

 

〔申請者 退室〕 

 

これから挙手をお願いしますが、挙手の前に、最後に質疑がお

ありでしょうか。 

 

〔質疑がないか確認〕 

 

特にないようですので、議案第６号に賛成の方の挙手を求めま

す。 

 

〔挙手の確認〕 

 

 挙手多数ですので、本案は可決されました。 

 

 事務局は●●委員のご案内をお願いいたします。 

 

   〔●●委員 着席〕 

 

 

 続きまして、議案第７号 農地に係る相続税の納税猶予に関す

る適格者の証明について を上程します。 

 事務局の説明を求めます。 

 

事務局    〔事務局説明〕 

 

10番 下田委員  該当地には、のらぼう菜、花等が栽培され、雑草もなく、よく

手入れされていました。営農状況は特に問題ありません。 



 

 

会長  下田委員ありがとうございました。 

申請者をお呼びする前に、何かご質問等ございますか。 

 

   〔質疑応答〕 

 

それでは事務局は案内をお願いいたします。 

   

   〔申請者 入室・着席〕 

 

 それでは「相続税納税猶予適用についての農業委員会内規」に

基づき、申請者に出席をいただきました。まず申請者より長期的

な目標と３か年の営農計画についてご説明をお願いいたします。 

  

申請者  以前は果樹を栽培していましたが、野鳥やハクビシンの被害が

増えたため、果樹の栽培をやめ、野菜に変更しました。現在は土

壌の改良に取り組んでいます。 

 自分が作れるレベルの品種を選定し、スナップエンドウやグリ

ンピースを作付けしています。 

 野菜の栽培はしてこなかったので、ＪＡや他の農業者の方にも

いろいろ聞いていきたいと思っています。 

 今後は、再度果樹を導入したいと考えています。 

 

会長 ありがとうございました。これより申請者へ質疑のある方はお

願いしたいと思います。 

 

〔質疑応答〕 

 

12番 大坂委員  健康状態はいかがですか。 

 心配なので、無理をしないでいただきたいと思います。ＪＡの

支援隊制度もあるので、よければ検討してみてください。 

 

申請者  現在、ぎりぎりの状態でやっています。 

 

会長  果樹の販路はどういったものだったのでしょうか。 

 



 

申請者  もぎ取りを行っており、以前は地方発送も行っていました。ス

ーパーができてからは、端境期という概念がなく、通年で売って

いるので、販路がなくなっていきました。 

 

３番 榎本委員  農産物品評会では、キウイフルーツは毎年最優秀賞を取ってい

た。いつもすごいと感じていました。また作ってほしいと思いま

す。 

 

申請者  技術としては非常に難しいです。 

 

14番 大谷委員  ご家族の協力体制はどのようになっていますか。 

 

申請者  自分のみでやっています。繁忙期は姉に販売を手伝ってもらい

ます。 

 

14番 大谷委員  相続税の納税猶予を受けるには、後継者問題が大きく絡んでき

ます。そういったところの支援体制を聞きたいです。 

 後継者に技術を継承することは考えられていますか。 

 

申請者  税制の問題によると思います。 

 

２番 田中会長職

務代理者 

 今後はどういった販売体制を取っていく予定ですか。 

 

 

申請者  新鮮館に出荷します。食味にもこだわった野菜を出荷したいと

思います。 

以前は隣の市のお客さんが多かったが、道路で分断されたため

に客の流れが変わり、独自の販路は厳しいです。 

 

２番 田中会長職

務代理者 

 労働力が一人ということで、ハウスや農機具での省力化等の設

備的なものも検討してみてはどうですか。 

 

申請者  施設栽培はやったことがなく、まだその段階に達していませ

ん。 

 

会長  他に質問はいかがでしょうか。 



 

 

 質疑も終了したようですので、申請者から農業委員会に対し

て、相続税納税猶予を受けるにあたり、決意表明をお願いいたし

ます。 

 

申請者  実際に今までやってきているので、危機感というのは特にない

ですが、環境も変わってきているので、自分の知識や経験を生か

して頑張っていきたいと思います。 

 

会長 ありがとうございました。 

事務局はご案内をお願いいたします。 

 

〔申請者退室〕 

 

これから挙手をお願いしますが、挙手の前に、最後に質疑がお

ありでしょうか。 

 

   〔質疑応答〕 

 

14番 大谷委員  以前農地パトロールで行った際に、本人とお母様と話したので

すが、かなり体調が悪いように感じました。また、今後の後継者

のことも気になります。 

 

12番 大坂委員  営農困難時には、貸借円滑化を活用することができると思いま

す。 

 

14番 大谷委員  申請者の農地は、大きな通りに面しているので、いろんな人の

目に留まります。鳥害等の問題もあり、現在は果樹から野菜へ経

営転換をしたので、土づくりの最中とのことですが、市民の方か

らすると長期間野菜が植わっていないことについて、疑問を持た

れるかたもいらっしゃるかもしれません。 

 

９番 北沢委員  写真のように土づくりの段階が何年か続いています。食味に優

れた良品を出荷されたいというお気持ちは理解しますが、一定の

ところで、出荷も重要とお気持ちを切り替えてもらって、土づく

りから肥培管理へとシフトしてもらうことが重要と考えます。 



 

 また、販路が厳しいとおっしゃっていましたが、市内産の野菜

へのニーズは年々高まっていますので、あの場所であっても野菜

を出せば売れますし、方法は考えられると思います。 

 

会長  今回はお母様が納税猶予を受けるので、申請者はその後継者に

なるということをご了承いただければと思います。 

 

７番 田邊委員  鳥獣被害があり、果樹が全滅してしまったことにショックを受

けたのですが、何か手を打つことはできなかったのでしょうか。

対策はないのでしょうか。 

 

会長  東京都や市にも要望をしていますが、鳥の対策は特に厳しいも

のがあると思います。 

 

12番 大坂委員  インコ、ヒヨドリ、ムクドリがブルーベリーを狙っていて、危

機感を感じています。ただ、防鳥ネットは対策として効果があり

ます。 

 

７番 田邊委員  努力すれば予防できるものなのでしょうか。 

 

12番 大坂委員  コストはかかるけど、できます。市の補助金を活用することも

できます。 

 

14番 大谷委員  グリーンクラブや果樹組合には、今は入っていないんですか。 

 

６番 船木委員  果樹組合には入っています。 

 

４番 松本委員  グリーンクラブに籍は置かれていたと思います。 

 

13番 齋藤委員  もう少しアンテナを張って、いろんなやり方を考えていただき

たいと思います。 

 

12番 大坂委員  そこはこだわりを持ってやっているので、私は本人の意思を尊

重したいと思っています。 

 

 



 

事務局  農地を残していくという意思をもっての申請だとは思います

が、今出たご意見はご本人にも伝えたいと思います。 

 

会長 それでは、議案第７号に賛成の方の挙手を求めます。 

 

〔挙手の確認〕 

 

 挙手多数ですので、本案は可決されました。 

 

それでは、協議・報告事項に入ります。 

 （１）農地パトロールについて 事務局より報告を求めます。 

 

事務局    〔事務局説明〕 

 

４番 松本委員  第１地区は、髙橋栄治さん、田中裕志さん、田中武徳さんの畑

がよく管理されていました。 

 

５番 後藤委員  第４地区は榎本清一さんの畑がよく管理されていました。 

 

３番 榎本委員  大坂委員の畑もとてもよかったと思います。 

 

12番 大坂委員  ありがとうございます。 

 

８番 櫻井委員  第３地区は、名古屋忠雄さんの畑が品目も多く、よかったと思

います。 

 

11番 坂本委員  今年は雨が多かったせいか下草が多かった気がします。 

 第２地区は、昨年お知らせや改善通知を送った畑は改善されて

いました。髙橋政孝さん、髙橋淸次さん、後藤正昭さんの畑がよ

かったです。 

 

10番 下田委員  第５地区は、竹内昭博さん、吉野政男さんの畑がよく管理され

ていました。 

 

会長  以上について、何かご質問等ございますか。 

 



 

   〔質疑応答〕 

 

 特にないようですので、次に（２）農家見学会・総務委員と

の意見交換会について 事務局より報告を求めます。 

 

事務局    〔事務局説明〕 

 

会長  以上について、何かご質問等ございますか。 

 

   〔質疑応答〕 

 

 特にないようですので、次に（３）農業委員会だよりについて 

事務局より報告を求めます。 

 

事務局    〔事務局説明〕 

 

７番 田邊委員  昨日、次号の企画のためのうどん作りをし、おいしかったとい

う声もたくさんいただきました。今後も農と市民をつなげる面白

い企画をしていきたいと思います。 

 

会長  以上について、何かご質問等ございますか。 

 

   〔質疑応答〕 

 

 特にないようですので、次に（４）令和２年度農業功労者表彰

について 事務局より報告を求めます。 

 

事務局 

 

   〔事務局説明〕 

 

会長  事務局案でよろしければ、産業功労者表彰を受賞された方を推

薦したいと思います。 

 候補の方は田中裕志さん、中村孝史さん、髙橋一男さんとなり

ますが、個々のご事情もあるかとは思いますので、会長一任とし

ていただけると幸いです。 

 

委員 一同  会長一任 



 

 

 

会長  会長一任とのお声をいただきましたが、よろしいですか。 

 

委員 一同  異議なし 

 

会長 では個々に聞き取りをさせていただき、私の方で決めさせてい

ただきます。 

  

次に（５）北多摩地区優秀農業経営者表彰候補者の推薦につい

て 事務局より報告を求めます。 

 

事務局    〔事務局説明〕 

 

会長  皆様の地区から推薦したいという方はいらっしゃいますか。 

 

２番 田中会長職

務代理者 

 高品質な野菜作りを行っており、各団体の長の経験もあり、農

業者からの信頼も厚く、基準をすべてクリアしている松本正人さ

んはいかがでしょうか。 

 

会長  松本正人さんという案が出ましたが、他にございますか。 

 

委員 一同  異議なし 

 

会長  そうしましたら、農業委員会としては、松本正人さんを推薦し

たいと思います。 

 来年の２月８日に清瀬市で表彰式が予定されているとのこと

ですので、受賞者の松本さんと吉祥寺農業生産組合の組合長の田

中宏茂さん、田中職務代理、私、事務局で参加をしたいと思いま

す。 

 

 次に（６）市ホームページにおける、農業委員等の取材協力に

ついて 事務局より報告を求めます。 

 

事務局    〔事務局説明〕 

 



 

会長  以上について、何かご質問等ございますか。 

 

   〔質疑応答〕 

 

 特にないようですので、次に（７）令和２年度第３回生産組合

長会議について 事務局より報告を求めます。 

 

事務局    〔事務局説明〕 

 

会長  以上について、何かご質問等ございますか。 

 

   〔質疑応答〕 

 

 特にないようですので、次に（８）農産物品評会あり方検討会

議について 事務局より報告を求めます。 

 

事務局    〔事務局説明〕 

 

会長  以上について、何かご質問等ございますか。 

 

   〔質疑応答〕 

 

 特にないようですので、最後に（９）その他 会議等日程につ

いて 事務局より報告を求めます。 

 

事務局    〔事務局説明〕 

 

会長  その他、委員の皆様や事務局から何かございますか。 

 

 特になければ、以上をもちまして、本日の通常総会を終了いた

します。この後に第３回農業委員研修を行いますので、よろしく

お願いいたします。 

 また、研修後には農家見学会の打ち合わせがございますので、

田中職務代理、櫻井委員、坂本委員、松本委員、後藤委員はお残

りください。 

 ご協力ありがとうございました。 



 

 

 

                       閉会時刻  午前 10時 55分 

 


