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きも想定されることから適切

な対応をはかっていくことと
しました。
また、東京都が発表した
「農

東京都農業会議

回農業委員統一選挙です

地域整備局を訪問し、２月の
東京都農業委員・農業者大会
で決定した「東京農業の確立
に関する要望」と「都市農地
保全等に関する要望」につい
て、国の施策に反映するよう
要請しました。

産形都農水部長(左から２人目)に建議書を手渡す
波多野会長と榛澤・阿川両副会長
・

この選挙は、農地制度の見
直しが制度改正を踏まえ議論
されるなか、優良農地の確保
や流動化の促進、制度対象農
地の保全と管理の徹底、担い
手の育成など地域農業の振興
に重要な役割を担う農業委員
を選出するものです。
「行動する農業委員活動」
がさらに期待されています。

あ ぜ

み ち

都市地域の農業は、直接
消費者に多くの情報を提
供す ると いう 役割を担っ
て いる▼国際農業交渉は
直接影響が見えてこない
ため関心が低く、決着して
からじわ じわ と その影響
が出はじめ、日本の食料・
農業に大きな ダメージを
与える▼日本 の食料自給
率は、食料・農業・農村基
本計画で ％を
％に
上 昇 さ せ よう と して いる
も の の 、現実は ％と下
落している▼一方、
これま
で輸出国だった中国・ブラ
ジ ル ・ ベト ナ ム な ど カ
国で 穀物の輸出制限を行
っており、ＷＴＯ農業交渉
では食料の安全保障が大
きな議題とな って いる▼
農林水産省が「自給率」よ
りも「自給力」を唱えはじ
めたことを見逃してはな
らな い▼農地政策の抜本
的見直しが検討されるな
か、地域農業が継続しうる
制 度や 価 格水 準 等環 境整
備の必要性を 国民に強く
訴えていく必要がある。
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建議の実現へ向け東京都へ要請
大会要望の施策反映に向け国へ要請

７月は第

全国で半数を超える農業委
員会が本年７月 日に任期
満了を迎えることから、７月
６日（日）に「第 回農業委
員統一選挙」が行われること
となりました。
（総務省・農林
水産省発表）
都内においても、 区市町
村のうち 区市町村の農業
委員会にて改選を迎えます。
45
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業 農地をいかしたまちづく
内田都農業基盤整備担当課長
が説明をしたほか、都市農地
への建物による影響を調査・
分析した「農地規模・形状・
建物高別日影比較表」につい
て工学院大学の東正則教授か
ら報告がされました。
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平成

20

東京都農業会
議はこのほど、
東京都の農業施
策に関する建議
年度の事業計画など協議
を行いました。
東京都農業会議賛助員協議会開く
波多野会長と榛澤・阿川両
副会長が、産形農林水産部長
から、３年間の総括と計画策
に３月の総会で決定した建議
定をすることが重要であるこ
を手渡しました。（写真）
とを確認し、引き続き積極的
建議の内容は東京の農業・
に活動を進めていくこととし
農地の保全に対する支援施策
ました。
などを求めるものです。
当面の農政問題については、
産形部長は「東京農業の強
「都市農業をめぐる動向」と
みをいかすような農業振興を
「農地をめぐる情勢」につい
していきたい」と話しました。
て説明をし、今後、大きな動
また、続いて農林水産省農
村振興局と国土交通省都市・

第３０４号
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りガイドライン」について、

挨拶を述べる波多野会長
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都農業会議は、５月９日に
区市町村主管課長、農業委員
会長 人の出席を得て、賛助
員協議会を開きました。
協議では、平成 年度の農
業会議の事業推進計画を説明
し、引き続き協力を得て進め
ることといたしました。
農業委員会との具体的な提
携活動については、７月に農
業委員統一選挙を迎えること
78
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常 任 会 議 員 会 議 だ よ り

第２回常任会議員会議
平成 年５月 日に開
催し状況は次のとおり。
議事
農地法４条・５条に基づく
知事諮問は、４条１件３８７
㎡、５条５件７７０５㎡につ
いて審議をし、許可相当と答
申する旨決定した。
協議
平成 年 度 税制改 正 要 望
に関する東京意見を協議し、
全国農業会議所に提出する
こととした。
現地研究
あきる野市の①秋川ファ
ーマーズセンター、②杉本グ
リーンファーム（洋蘭販売）
③「瀬音の湯」の物産直売所
「朝露」の取り組みについて
研究した。
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４つの柱により施策展開
よる農業収益の減少／収益性
の高いブランド農産物の開発
／安全で新鮮な農畜産物の安
定的な供給／地域リサイクル
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第１回常任会議員会議
平成 年４月 日に開
催し状況は次のとおり。
説明
都農業振興課武田課長が
「 平 成 年 度 東 京都 農 政 施
策の概要」について説明をし
た。
議事
農地法４条・５条に基づく
知事諮問は、４条２件１０９３
㎡、５条５件３０６１㎡を審
議し、許可相当と答申する旨
決定した。
協議
①第 回企 業的農業経営
顕 彰事 業 要 綱と 第 回 農 業
後継者顕彰事業要綱を決定
した。②認定農業者制度の推
進と東京意見につ いて 協議
し全国農業会議所に提出す
ることと し た。③平 成 年
度農委会組織・活動検討委員
会を本年度も引き続き開催
することとした。
当面の農政問題は、平成
年 度全 国 農 委会長 大 会 の
概要および相続税納税猶予
制度の円滑な 推進について
説明をした。

20

新規事業に農作物生産状況調査など
年度東京都農業関連施策・予算

(

)

農業の振興と食料自給率の向上に関する意見書

る区市町村ごとの作付面積・ システムの推進／農業経営と
生産量などを調査し、公表し しての体験農園等の整備支援
てきたが、平成 年度からは、 （施策）魅力ある都市農業育
原則、調査を中止することと 成対策事業／畜産振興総合対
策／農林総合センター等の事
した。
このことにより、農業振興 業と運営／野菜供給確保事業
を図る上で不可欠である基礎 ／農薬適正指導強化事業／農
データの把握ができなくなり、 作物獣害防止対策事業／食育
今後の農業政策の構築や気象 の推進／環境と調和した農業
災害時の対策、流通支援や補 の推進／農業・農地のあるま
助事業の根拠となるデータを ちづくりの推進（体験農園整
都独自で収集・構築するため、 備など）／新たなムーブメン
農業委員会と区市町村が主体 トの展開よる都市緑化の推進
となり、都農業会議に委託を （新規）／関東東海花の展覧
し、農作物生産状況調査を実 会（新規）
４．農業振興地域等の農業経
施する。
営の育成
３．都市の優位性を発揮した
（施策）経営構造対策／山村
新しい農業経営の育成
課題 農畜産物価格の低迷に 振興特別対策／土地改良事業
19

｢｢

｣
｣

農林水産業における原油価格高騰対策に関する意見書 を提出

東京都議会
ました。
意見書では、食料自給率向
上に必要な施策、農地の遊休
化の防止と都市農地の保全、
「食の安全」
、原油価格高騰に
よる農林水産業への影響の緩
和措置などを求めています。
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東京都議会は、３月 日に
内閣総理大臣・衆参議長・関
係大臣宛「農業の振興と食料
自給率の向上に関する意見
書」および「農林水産業にお
ける原油価格高騰対策に関す
る意見書」を採択し、提出し

杉本グリーンファームで・
洋らんの販売状況など聞く
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平成
平成 年度の東京都の農
業関連施策については、農業
費総額 億１千万円および
緑化推進費総額３億１百万円
を予算化し、それぞれの課題
に対応すべく、４つの柱によ
り施策を展開するとしていま
す。
１．発想豊かな後継者の育
成・支援と新たな担い手・
人材の確保
（課題）農家数の減少と担い
手の高齢化／体系的な都市農
業後継者の確保育／農業ボラ
ンティアの効果的活用
（施策）農業後継者育成対策
／農業金融／都市農業総合対
策（都市農業実態調査など）
２．都民の農業への理解の促
進と都市農地の積極的保全
（課題）農地の減少と遊休化
／農業・農地の多面的機能の
理解促進／ヒートアイランド
現象／都市農地関連制度の改
善／オープンスペースの減少
（施策）農地と担い手マッチ
ング事業／都民の暮らしが潤
う東京農業の推進／苗木の生
産供給ほか
農作物生産状況調査（新規）
農林水産省は、平成 年度
までは、毎年、農作物に関す
28
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農地の面的集積を促進する仕
「今後の農地政策の展開方向等
に関する組織検討と意見集約」を提出
組
み
の展開について
情報機能を有する公的機関
東京都農業会議
都内農業委員会 である農業委員会の役割は不
全国農業会議所は、平成
長期間（ 年以上）の貸借が 可欠であり、その機能を重視
年 月６日に農水省が「農地 可能となる措置の必要性につ すべきである。
政策の展開方向について」を いて
農地情報のデータベース化に
公表したことを受けて、全国
あまり必要性は感じられな ついて
の農業委員会および農業会議 い。
情報の公開によって農地の
に「今後の農地政策の展開方
貸借が円滑になるとは考えず
標準小作料の廃止について
向等に関する組織検討と意見
農地の貸借は、経済行為の影 らく、かえって現場の混乱を
集約」を依頼しました。
響を大きく受けるべきものでな 招く恐れが大きいと考える。
都内では、 区市町村農業
く、認定農業者や新規就農者な 遊休農地の解消に向けた取り
委員会が意見を提出したほか、
都農業会議においては、これ どに優良農地を流動化するよう 組みの推進について
耕作放棄地面積の数値がひ
らの意見を踏まえ、全国農業 な政策的配慮が必要である。
会議所へ意見を提出しました。
概要は左記のとおりです。
農業者年金制度の加入推進を！
農地の貸借の権利移動規制の
緩和について
農業者年金は加入者・受給 ず受給できます）
農地の所有権と利用権の規
者数に左右されにくい積立
このように多くのメリ ッ
制を切り離すことは、農地法
方式の公的年金です。
トのある制度ですので、農業
の根幹を覆すことである。
支 払 う 保 険 料 は 全 額 社 会 委員会におかれては、広く制
利用権の規制を緩和し一般
保険料控除となるなど節税
度を周知するとともに、担当
法人の参入を認めた場合は、
効果が高い年金制度です。
となる加入推進員を設置い
農業的な利用以外の目的で権
保険料は、
月２万円～６万
利取得されることや、本来、
ただき、加入推進にお取り組
７千円まで１千円単位で自
地域の担い手である認定農業
み下さいます ようお願いい
由に選択でき、 才代（
者また新規就農者などに集積
才未満）
まで加入できる終身 たします。
すべき優良農地の利用権が、
現況届を忘れずに
年金です。
経済的に競争力のある一般法
受給者の皆さまは、６月中
年金は保険料を１ヶ月で
人に取得されてしまうことが
も納めれば必ず受給できま に忘れずに現況届を農業委
懸念され、日本農業はますま
す。（または死亡一時金が必 員会へお届け下さい。
す脆弱化してしまうことが危
惧される。

とり歩きしていることから、
まず国として保全すべき農地
の規模やありかたを提示し、

遊休農地の状況の分類ごとに、
きめ細かい政策を実施してい
くことが必要である。

制度を経営見直しのチャンスに
重要となるフォローアップ活動
農業者制度は経営を見直すチ
ャンスになります。
都内では、区市町村をはじ
め農業委員会では先導役とし
て、制度の趣旨や目的などを
農業者に説明してきました。
今後はさらに認定農業者制
度を普及するとともに、地域
の実情にあった事業の創設や
研修会の開催、的確な情報の
提供や経営相談会の実施など
フォローアップ活動が重要と
なってきます。

都内の認定農業者が約１１００人に！

本年４月末で、都内全体で
の認定農業者は、約１１００
人になろうとしています。
現在は、農産物価格が低迷
し、生産コストが増大してい
ます。
認定農業者制度には「あま
りメリット」がないと言われ
ることがありますが、このよ
うな時こそ、農業経営の目標
と目的を明確にして、その実
現のために一手を講じること
が大事です。その点で、認定

東京都農業会議
生緑法では制度の概要と農
委会の証明事務、区市の追加
指定の状況や農委会の役割な
どを説明しました。猶予制度
では、制度の概要と農委会の
証明事務などを説明しました。
なお、さらに制度の理解を
深めるため、両制度について
は、農委会職員を対象として
引き続き研究会を開く予定と
しています。

農委法・農地法・猶予制度・生緑法など
農業委員会職員を対象に研修会開く

都農業会議は、農委会職員
などを対象とした制度研修会
開きました。
４月 日には、農委会職員
研修会を開き、①地域農業の
振興と農委会の役割、②農委
会法の概要、③農地法の概要
などについて説明しました。
４月 日には、生産緑地
法・相続税等納税猶予制度基
礎研修会を開きました。
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平成 年度事業計画・予算など決定
事業の積極的展開・農園倶楽部の組織化など計画
総会では、平成 年度の事
業報告・決算および平成 年
度事業計画・予算について決
定したほか、任期満了に伴う
20
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平成

年度全国情報会議

都内７市の農業委員会が情報活動表彰
「小平市農業委員会だより」が全農新聞賞

37

))

年間にわたり農業
会議で主に総務に携わっ
た前事務局次長兼総務部
長の権藤綾子氏が３月末
で定年退職を迎えました。
４月からは参与に就任
し、引き続き再雇用として
総務部に勤務しています。

全国情報会議が４月９日に
開かれ、全国農業新聞の普及
に功績のあった農委会などが
表彰されました。
都内の農委会では、青梅
市・日野市・立川市・小金井
市・東村山市・狛江市・清瀬
市の７市が表彰を受け、日野
市の岩澤泰宏会長が東京都の
総代として代表受賞しました。
昨年、農家戸数対比普及率
の部で全国１位に輝いた立川
市農委会は、今年は僅差で全
国２位となり、引き続き特別
農年金担当者会議
優秀賞を受賞しました。
第３回常任会議
また、第 回「農委会だよ
広報研究会
り」全国コンクールでは、
「小
都クラブ総会
平市農業委員会だより」が全
生緑法制度研究会
国農業新聞賞を受賞しました。
監査会
職員現地研究会
お知らせ
７
システム研
７
第４回常任会議
夏季地区別検討会
区内地区
南多摩地区
北多摩北部地区
北多摩南部地区
北多摩西部地区
西多摩地区
)

((

ヶ月間を「全国農業新聞普

･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

たり１部以上の購読普及に

(

･

週４回発行 年７２００円

)
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(

東京都農業委員会職員研究会

役員改選を行い、全役員の留
任が決定しました。
また平成 年度は、農水省
の行う農業体験農園の普及事
業の２年目にあたり、ますま
す活発な活動を進めるととも
に、入園者を「地域農業を守
るサポーター」として組織化
（農園倶楽部）することを計
画しています。
役員は左記のとおりです。
敬称略
会 長 加藤義松 練馬区
副会長 杉崎忠雄 調布市
副会長 小町竹男 東村山市
副会長 渡辺郁夫
千葉県松戸市
監 事 石川公雄 町田市
監 事 冨岡誠一 西東京市

業委員会の大きな役割のひ
とつです。
月の３

かし、農政の動きをはじめ

及月間」として「農地管理・

本年度も、８～
技術や農業税制の解説や地

流動化推進月間」と併せて
様々な情報が氾濫するな

取り組むことをお願いいた

情報を提供して参りました。 設定し、農業委員ひとりあ

域の話題など的確で身近な

刊以来、週刊紙の利点をい

会系統の情報紙として、創

全国農業新聞は農業委員

全国農業新聞の購読普及を！

市）梅澤重明（八王子市）秋
山隆（東村山市）佐々木昭（八
丈町）北沢俊春（農業会議）
▼監事＝石田昭男（稲城市）
新海紀代美（立川市）

20

かで必要な情報を正確に収

集し、
提供していくことは、 します。
地域農業者の代表である農

情報活動の部で代表受賞する
岩澤泰宏日野市農委会長 ・

東京都農業体験農園園主会通常総会開く

20

平成 年度事業計画・予算など決定
新会長に戸井田喜一氏 府中市 ほか新役員を選任

都農業体験農園園主会は、
５月 日に、中野区にて平成
年度通常総会を開きまし
た。
20

東京都農業委員会職員研究
会は５月 日に南新宿ビル
にて平成 年度通常総会を
開きました。
通常総会は、国分寺市の加
藤美智子氏が議長に就任し進
められ、①平成 年度の事業
報告・決算②平成 年度の事
業計画・収支予算などを決定
しました。
また、役員改選が行われ、
会長に戸井田喜一氏
（府中市）
が選出されたほか、役員が選
任されました。
選任された役員は左記のと
おりです。
（敬称略）
会長＝戸井田喜一（府中市）
▼副会長＝長谷川澄雄（足立
区）松尾勇（日の出町）中村
元幸（多摩市）▼理事＝岡田
茂（板橋区）中島静樹（羽村
20 14

20

17 9 1 27 24 20 18 17 3
（木） （水） （火） （金） （火） （金） （火） （火） （火）

･ ･ ･ ･ ･ ･

16 13 12 11 10 9
（月） （金） （木） （水） （火） （月）

7 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6
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