府中市農業委員会だより（平成 29 年 10 月号）

府中市農業委員会だより
10 月１日～10 月 31 日は農地管理推進月間です
～農地は適正な管理を～
府中市農業委員会では、農地の保全管理の徹底と利用促進に取り組むため、今年
度も「農地管理推進月間」を実施します。期間は、10 月１日（日）から 10 月 31
日（火）までです。期間中は、農業委員会委員が地域パトロールを行い、適正に肥
培管理されていない農地があった場合には、適正管理の指導を行います。
市街化区域内の農地については、市民の皆様のご理解を得ながら、農地であるた
めのさまざまな優遇措置が取られております。特に、生産緑地地区に指定された農
地については、宅地化農地（宅地並み課税の農地）と比較し、多くの優遇措置を受
けています。
農業委員会は、農地の無断転用や管理が不十分な農地があった場合に必要な指導
を行っています。特に、生産緑地や相続税納税猶予制度適用農地については、重点
的に指導に当たっています。
生産緑地や相続税納税猶予制度の意義を再認識していただき、十分な管理をして
いただくとともに、
「農地管理推進月間」にご理解とご協力をお願いします。
～農地転用は届出が必要です～
農地を駐車場、資材置場、宅地等にするなど、耕作以外の目的で使用するには、
事前に、農地法に基づく届出が必要です。
その他、都市計画法等の届出も必要な場合もありますので、市の担当課等への手
続きを忘れずに行ってください。
届出等の手続きを行わない転用、届出内容と異なる内容の転用が行われた場合は、
転用行為の中止命令や原状回復命令が出されるなど、厳しい措置が取られる場合が
あります。
また、転用届出手続きだけでは、不動産登記簿の地目は変更されません。法務局
で地目の変更の手続きをしてください。

営農上の注意喚起 ～野焼きについて～
農業を営むためにやむを得ない場合等の例外を除き、野焼きは原則禁止とされて
います。野焼きを行う際には近隣環境へ十分に配慮するとともに、農業上であって
も単なる廃棄物の焼却は禁止されていますので止めましょう。

平成 30 年度事業希望調査の実施
府中市では、次に掲げる補助事業を行っています。平成 30 年度予算編成に向け
て、事業希望調査を実施します。
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〈対象事業〉
① 農産物地産地消推進事業（ハウスのビニールの張替え、生産・出荷資材等の購
入、体験農園・直売施設の開設整備に対する補助）
② 農業経営改善事業（農業用機械用具等の購入、ハウス設置等に対する補助）
③ 循環型農業支援事業（有機堆肥、緑肥の購入に対する補助）
〈対象者〉
上記の①②③の事業は、いずれも農産物を市内で生産し、直売、市場出荷をして
いる方が対象で、そのうちの②③の２事業については、認定農業者、東京都認定エ
コ農産物生産者、農業後継者連絡協議会会員等に優遇措置があります。詳細は、配
付される調査書をご覧ください。
〈調査方法〉
各地区の農業協力委員が調査書を配布します。
平成 30 年４月から平成 31 年３月までの期間に事業実施予定のある方は、10 月
31 日（火）までに各地区の農業協力委員に提出してください。

認定農業者になりませんか
府中市では、
「市民の笑顔をつくりだす 新しい府中の農業」を実現するための
施策の一つとして、
「認定農業者制度」を進めています。認定農業者制度とは、意
欲と能力のある農業者が自らの経営を計画的に改善するため、
「農業経営改善計画」
を作成し、市が認定する制度です。認定農業者は、国や都、市からさまざまな支援
が受けられます。
経営規模の拡大、生産方法や経営管理の合理化、労働条件の改善という観点から
農業経営改善計画を作ることで、自分の経営実態をみつめ、経営者としての意識を
高めることができます。また、家族で役割分担等を取り決めた家族経営協定を結べ
ば、共同申請により、家族で認定農業者になることもできます。
この機会に、家族みんなが主体的に経営に参画し、意欲と能力を存分に発揮でき
る農業経営に取り組んでみませんか。
〈認定農業者の認定手続きの説明会〉
今年度に認定の申請を希望する方を対象に、手続きに関する説明会を開催します。
☆日 時：10 月 24 日(火) 午後６時から
☆場 所：府中市役所北庁舎３階 第三会議室
申請の申し出は 11 月 7 日(火)まで受け付けています。
また、11 月 22 日(水)には、申請の申出者を対象に、関係機関の相談員による個
別相談会を実施します。
詳しくは、経済観光課農政係(３３５・４１４３)へご相談ください。

農業簿記講習会参加者募集中
農業委員会では、東京都農業会議に講師をお願いして、簿記講習会を開催してい
ます。講習内容は青色申告のためのパソコンを使用した記帳の仕方等です。
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受講料は無料で、随時受付けています。詳しくは、農業委員会事務局まで。

全国農業新聞を購読しませんか
全国農業新聞は、農業委員会系統組織の情報機関紙で、全国農業会議所が発行し
ています。
☆主な内容：週間単位のニュースと農政解説、農業経営・食・健康に役立つ情報
☆発行日：毎週金曜日 ☆購読料：１か月 700 円 ☆申込み：農業委員会事務局へ

第 28 回府中市農業まつり
府中市の農業の振興、農産物のＰＲや、農業者と市民との交流を目的とした秋の
イベント「府中市農業まつり」を開催します。
☆日 時：平成 29 年 11 月 18 日（土）
・19 日（日）
午前９時から午後３時まで
☆場 所：府中市郷土の森博物館（南町６の 32）本館前芝生広場
農業まつりの各種催し物は、次のとおりです。
◆農産物等の即売（府中市農事研究会連合会／府中市植木花卉生産組合／府中市花
卉園芸組合／府中市畜産連合会／府中市果実生産出荷組合／府中市椎茸生産出
荷組合／府中市是政出荷組合／府中市押立営農組合／府中市古代米研究会ほか）
◆模擬店（ＪＡマインズ西府・多磨女性部・ＪＡマインズ西府・多磨青壮年部）
◆ステージイベント（農業後継
者連絡協議会）
◆野菜の宝船の展示
◆花のピラミッドの展示
◆農産物品評会の観覧
◆府中農業写真展（市民から応
募の市内の農のある風景の
写真展）
※農産物品評会の出品の申込
みは、11 月６日（月）まで
受付しています。また、審査
会は11 月17 日(金)に行いま
す。
※宝船・品評会出品物は展示後、
即売します。

府中市農業品評会を開催
《夏野菜品評会》
７月８日に市役所府中駅北第２庁舎で開催され、19 農家から 110 点出品されま
した。また、品評会終了後には出品物の即売会が開催され、大勢の市民で賑わいま
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した。審査結果は次のとおりです。
最優秀賞
(特別賞)東京都野菜生産団体連絡協議会長賞
ト マ ト
河内 九一 さん
優秀賞
(特別賞)マインズ農業協同組合長賞
ナ
ス
市川 光 さん
優秀賞
トウモロコシ
髙野 浩太郎 さん
優良賞
キュウリ
市川 光 さん
ト マ ト
河内 九一 さん
オ ク ラ
松本 俊雄 さん
バレイショ
谷中 一貴 さん

努力賞
ト マ ト
ナ
ス
枝
豆
ピーマン
ナ
ス
トウモロコシ
バレイショ
トウモロコシ
ト マ ト
キュウリ

赤堀 無双 さん
赤堀 無双 さん
朝倉 政治 さん
市川 光 さん
市川 禎明 さん
河内 九一 さん
髙木 好文 さん
髙野 浩太郎 さん
知久間 亮昌 さん
松本 俊雄 さん

《梨立毛品評会》
７日 27 日に市内各梨園で開催されました。６人の梨農家の６園で行われ、審査
結果は次のとおりです。
最優秀賞
(特別賞)マインズ農業協同組合長賞
＊＊＊＊＊赤堀 明生 さん
優秀賞
戸井田 喜良 さん

優良賞
努力賞

宮﨑 勲 さん
関 喜一 さん
松村 一夫 さん
松本 重雄 さん

《梨・ぶどう品評会》
９月４日、５日に市役所で開催されました。６農家から 25 点出品されました。
また、５日にはフォーリス前で果実生産団体協議会による梨とぶどう等の即売会が
開催され、多くの市民で賑わいました。審査結果は次のとおりです。
最優秀賞
(特別賞)東京都果実生産団体協議会長賞
稲城
内藤 健一 さん
優秀賞
豊水
赤堀 明生 さん
優良賞
稲城
松本 昇 さん

努力賞
幸水
稲城

赤堀 明生 さん
内藤 健一 さん

農業委員会総会の今後の予定
第 4 回農業委員会総会 10 月 24 日（火）午後２時
第 5 回農業委員会総会 11 月 24 日（金）午後２時
※証明等が必要な場合は、
農業委員会総会開催日の 10 日前までに手続きをしてください。
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