
農業委員への女性登用の推進に向けた取組みについて

♦国は農林水産業における男女共同参画を推進しています

女性
41％ 男性

59％

地　区 農業従
事者数 男性 女性 女性割合

練　馬 329 194 135 41%
石神井 229 139 90 39%
大　泉 369 210 159 43%
合　計 927 543 384 41%

［単位：人］

令和３年８月実施の農業経営実態調査より

♦練馬区農業委員会は女性登用に関する
　周知活動に取り組みます　

農業従事者(男女別)

農業委員会・ＪＡ東京あおば・練馬区　三者意見交換会を開催しました

　国は第５次男女共同参画基本計
画（令和２年12月25日閣議決
定）において、農業委員に占める
女性の割合に関する成果目標を定
めました。

　これまでも女性が新たな発想
と取組みで農林水産業分野の活
性化に取り組んできており、農
林水産業の持続性を確保するた
めには、女性の活躍に向けた支
援が欠かせません。
　女性の意見を取り入れ、反映
するとともに、意思決定過程へ
の女性の参画を促進する必要が
あります。

　第５次男女共同参画基本計
画を受け、練馬区では農業委
員16名のうち、女性委員が
５名以上となるよう目標を定
めました。
　練馬区内の女性農業従事者
は全体の約40％を占め、都市
農業の発展を担っています。
　練馬区農業委員
会は、女性登用に
関する周知活動に
取り組んでいきま
す。

　令和４年５月26日、農業委員会、東京あおば農業協同
組合および練馬区の三者による意見交換会を行いました。
　農業委員会からは西貝会長、尾崎副会長および宮本副
会長が、ＪＡからは洒井組合長、久保副組合長および常
勤理事の方々が、練馬区からは都市農業担当部長および
都市農業課長が出席しました。
　西貝会長からは「適正管理に課題のある農地については、農地パトロールの前後で継続的に状
況を確認し、農業委員会とＪＡで連携しながら支援すべき。今回のような意見交換の場を増やし
たい。」との発言がありました。
　また、洒井組合長からは「農業者間での仲間づくりが大切。農家の皆様には、ＪＡの部会等も
活用しながら情報を共有していただき、地域に受け入れられる営農を進めていただきたい。」と
の発言がありました。

三者で連携し、地域農業を支える
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８～10月は農地管理推進月間です
今年も農地パトロールを実施します

▲農業委員による農地利用状況調査の様子

▲農地パトロール部会の様子

「人手が足りない」

調査に対する皆さまのご理解とご協力をお願いします。　【問合せ】農業委員会事務局

「後継者不足に
　悩んでいる」

「広い農地のすべてに手を入れる
　のが大変になってきた」

農地の管理に不安がある方は、
農業委員・農業委員会事務局にご相談ください！

　昨年は、16名の農業委員で全ての生産緑地の管理
状況を確認しました。真夏の管理が大変な時期ではあ
りましたが、大半の農地が綺麗に耕作されており、上
手に農地を活用している様子が見られました。また、
下草の管理が行き届かない農地については、指摘をさ
せていただくことがありましたが、すぐにご対応いた
だきました。ありがとうございました。
　一部の農地で、雑草が繁茂していたり、植木の剪定
が不適切であったり、農業に関係のないものが置かれ
ていたりしていました。改善が必要と思われる方には
指導をいたしました。
　今後とも農地の保全にご協力をお願いします。

昨年の調査結果について
(農地パトロール部会より)

　農地パトロールとは、農地法第30条の規
定に基づく農地利用状況調査のことです。
　毎年、農地管理推進月間に、区内の全生
産緑地を対象として、農地の肥培管理状況
や標識の有無などを確認します。
　肥培管理状況が不適切であると、固定資
産税の課税額が変更されたり、相続税猶予
を受けている場合には期限の確定がなされ
る場合があります。
　調査の結果、肥培管理状況が不適切な農
地所有者には、農業委員からご連絡させて
いただく場合があります。

　地域の農業委員や農業委員会事務局は、皆さまの営農を助けるため
に、様々なご相談を受け、ともに解決するために活動しています。
　農地の管理に不安がある方は、貸借制度などの新しい仕組みやねりま
農サポーターを活用してみませんか。
　練馬区内では、生産緑地（相続税納税猶予適用農地を含む）の貸借が
進んでいます。「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」を活用すれば、
相続時に農地の返還を受けることが可能です。他人に畑を貸すことに不
安を感じているという方も、ぜひ一度、ご相談ください。　



普及センター通信 Vol.❸

試験区 対抗植物
の播種 すき込み ダイコン

の播種
ネマックス密植
短期栽培区 ７月上旬 ８月上旬

９月上旬
対照区 － －

【試験区の概要】

概要

結果

○部分は被害痕

【ダイコンの被害程度】
(対照区) (ネマックス密植短期栽培区)

【問合せ】中央農業改良普及センター
　　　　　　西部分室　3311-9950

農業経営実態調査にご協力を
　農業委員会では、毎年８月１日を基準日
として「練馬区農業経営実態調査」を実施
しています。調査結果は、農業委員会業務
のほか、都市農地の保全や農業振興施策の
ために活用します。
　８月に各戸へ調査票等を郵送します。
　提出期限は８月31日（水）です。
　調査へのご協力をお願いいたします。

【問合せ】農業委員会事務局

　積み立て方式による確定拠出型の年金で、
加入資格・要件に該当する方は、いつでも加
入・脱退できます。
　積み立てた保険料とその運用益により年金
額が決まり、その時々の加入者数
等に左右されにくい、長期安定型
の制度となっています。
　詳しくは、農業委員会事務局ま
たはお近くのJA東京あおばにお問
い合わせください。

農業者年金に加入しませんか

農業者年金
キャラクター
かぶらぁ

緑肥によるネグサレセンチュウ類の防除
～ダイコン作付け前に『対抗植物』を栽培しすき込む～

　緑肥には、土壌中の有害センチュウ類を減らす作用を持つ『対抗植物』があります。
　しかし、栽培に２か月、すき込み後の腐熟期間に１か月と、３か月かかることから、導入
を敬遠されることがあり、 防除期間の短縮が課題となっています。

【ネマックスの生育状況】

播種後１か月、
刈り込み直前
の様子

　普及センターでは、『対抗植物』の
播種量を増やすことによって、栽培期
間を短縮し、有害センチュウ類の被害
を減らすことができるのか、ダイコン
を使って検証しました。
　使用した『対抗植物』はクロタラリ
ア「ネマックス」です。
　播種量は通常の２倍の２kg/a、無
施肥で１か月栽培した後、あらかじめ
ハンマーナイフで刈り、２～３日畑で
腐熟させてからすき込みました。
　種は、播種機等を使わずに手でばら
まき、播種後に軽く覆土しました。

　播種量を２倍にすれば、栽培期間を
１か月に短縮してもダイコンのネグサ
レセンチュウ類による被害を減らせる
ことが分かりました。
＊注意点
　この方法による有害センチュウ類の
防除は、すべての対抗植物及び品種で
可能なわけではありません。
　土壌中に有害センチュウ類が非常に
多く生息している場合、一度では十分
に防除できないことがあります。

８～10月は農地管理推進月間です
今年も農地パトロールを実施します

▲農業委員による農地利用状況調査の様子

▲農地パトロール部会の様子

「人手が足りない」

調査に対する皆さまのご理解とご協力をお願いします。　【問合せ】農業委員会事務局

「後継者不足に
　悩んでいる」

「広い農地のすべてに手を入れる
　のが大変になってきた」

農地の管理に不安がある方は、
農業委員・農業委員会事務局にご相談ください！

　昨年は、16名の農業委員で全ての生産緑地の管理
状況を確認しました。真夏の管理が大変な時期ではあ
りましたが、大半の農地が綺麗に耕作されており、上
手に農地を活用している様子が見られました。また、
下草の管理が行き届かない農地については、指摘をさ
せていただくことがありましたが、すぐにご対応いた
だきました。ありがとうございました。
　一部の農地で、雑草が繁茂していたり、植木の剪定
が不適切であったり、農業に関係のないものが置かれ
ていたりしていました。改善が必要と思われる方には
指導をいたしました。
　今後とも農地の保全にご協力をお願いします。

昨年の調査結果について
(農地パトロール部会より)

　農地パトロールとは、農地法第30条の規
定に基づく農地利用状況調査のことです。
　毎年、農地管理推進月間に、区内の全生
産緑地を対象として、農地の肥培管理状況
や標識の有無などを確認します。
　肥培管理状況が不適切であると、固定資
産税の課税額が変更されたり、相続税猶予
を受けている場合には期限の確定がなされ
る場合があります。
　調査の結果、肥培管理状況が不適切な農
地所有者には、農業委員からご連絡させて
いただく場合があります。

　地域の農業委員や農業委員会事務局は、皆さまの営農を助けるため
に、様々なご相談を受け、ともに解決するために活動しています。
　農地の管理に不安がある方は、貸借制度などの新しい仕組みやねりま
農サポーターを活用してみませんか。
　練馬区内では、生産緑地（相続税納税猶予適用農地を含む）の貸借が
進んでいます。「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」を活用すれば、
相続時に農地の返還を受けることが可能です。他人に畑を貸すことに不
安を感じているという方も、ぜひ一度、ご相談ください。　



1

2

3

4

生産緑地地区とは？

申込時に必要な書類

生産緑地の新規・追加指定
　　　　　　　　申込受付を開始

申込から指定までの流れ

令和４年８月31日
　新規・追加指定申込期限

令和４年９月ごろ
　現地確認・申請書提出

令和５年１～ 10月
　農業委員会協議・都市計画手続き

令和５年10月ごろ
　生産緑地地区指定

　練馬区農業委員会では、生産緑地地区の新規・追加指定を積極的に推進しています。

　令和５年度の生産緑地地区の指定に向けた新規・追加指定の申込みを

令和４年８月31日（水）まで 農業委員会事務局で受け付けます。指定のご

意向がある方や、要件などを詳しく知りたい方は、お問い合わせください。

【問合せ】農業委員会事務局

　ご提出頂いた書類は、都市計画手続きに使
用するため、都市計画課へ引き渡します。
・申込書（農業委員会事務局窓口でご記入く
　ださい）
・地図（住宅地図などの写し）
・公図の写し【原本】
・土地登記簿謄本全部事項証明書【原本】

※筆の一部の指定を希望する場合は、  2□  の
現地確認後に実測図をご用意ください。

※【原本】とあるものは、法務局で取得したも
の。登記情報サービスによるものは不可。

　生産緑地地区は、都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用がある、かつ公
共施設等の用地として適している、300㎡以上の一団の農地等であるなどの要件を全て満
たす農地等について、都市計画の手続きにより指定するものです。
　生産緑地地区に指定された農地等は、適正に管理することが義務付けられ、建築等が制
限される一方で、固定資産税や相続税等の特例措置の適用が受けられます。

　早いもので現農業委員の任期も残り１年となりました。年が明ければ
すぐに新委員の選考作業が始まることになります。
　農地の貸借が可能になったこともあり、農業委員の役割は問題点の
指摘ではなく、解決策の提案が求められる時代へと変化していきます。
　72年間続いた男性中心の運営から脱却し、老若男女すべての方々が、
委員の誰かに気軽に相談できるような組織になることが理想的です。
　１年後の本誌で、時代も変わったなぁと実感していただけるような新
体制を紹介できるよう、今から準備していただけると幸いです。
� （宮本）

【広報部会委員】
部会長　宮本　兼一
部会員　相原　和彦
部会員　瀧島　規秀
部会員　半田　保之
部会員　本橋　朋和
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