
 

安城市農業委員会議事録（農地・農振合同部会）安城市農業委員会議事録（農地・農振合同部会）安城市農業委員会議事録（農地・農振合同部会）安城市農業委員会議事録（農地・農振合同部会）    

日   時 

 平成２６年７月２２日（火） 

 開会 午後４時１０分 

 閉会 午後４時３６分 

会   場  第１０会議室 

 

委員会を構成

する委員数 

 

出席委員数 

 

 

欠席委員 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

議事録署名者 

 

 

 

 

法第７条による委員数                ２６名 

法第１２条による委員数                ７名 

 

法第７条による委員数                ２６名 

法第１２条による委員数                ７名 

 

 なし 

 

 

会長 中田 晴久 

 

 

犬塚事務局長、杉浦事務局課長、早川課長補佐、 

川口主査、佐伯主査、石原主事、宇波主事 

 

 

３ 榊原 喜榮子 委員 ２０ 大参 俊博 委員 



会議の記録会議の記録会議の記録会議の記録    

 

 午後４時１０分、中田晴久会長は議長となり開会を宣する。 

 

 続いて議長は、議事録署名者として次の２名を指名 

 議事録署名者 ３ 榊原 喜榮子 委員 ２０ 大参 俊博 委員 

 また、欠席者は、なし と報告 

 

 続いて、議長は協議事項に従い、下記の通り議案を上程 

 

１ 農業委員会委員親睦会会計報告について（資料１） 

 

 上記議題について、早川課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

  １ページをご覧ください。第２１期農業委員会委員親睦会の平成２５年７月２０日

から平成２６年７月１９日までの１年間の会計報告を今日、行うことが慣例となって

ございますので、第２２期に新たになられた委員様には、少しご容赦いただきたく存

じます。 

  会計報告の概算につきましては、６月の農業委員会で既に報告しておりますので、

その後に変更、確定した事項を含んだ収支決算をご説明いたします。 

  先ず収入の部でございますが、利息が今回、口座解約に伴う最終利息が３３８円あ

りましたので、合計が１，６７８円となりました。また、７月分の積立金は、前回に

説明したとおり、第２１期としては積立いたしませんでしたので、この１年間の収入

は１２，４８０，６９２円でございました。 

  次に支出の部でございますが、親睦会費で６月のお別れ会の経費が見込みよりも少

なかったことと、会員様の慶弔見舞金に関することが７月に１件ございましたので全

体で７，６２８，７１０円でございました。また、６月の農業委員会でご承認いただ

きました東日本大震災義援金は、委員様一人あたり 1,000 円以上でかつ、委員様への

還付金の切りのよい金額とするため、端数を加えた結果、５１，９８２円を市社会福

祉協議会経由で日本赤十字社に送りました。 

その結果、一人当たりの還付金額は、一番下に記載された数字のとおりです。なお、

この還付金は、本日、７月２２日付けで、第２１期の農業委員様の指定された報酬の

口座に振込みさせていただきましたことをご報告いたします。 

  この件についての説明は、以上でございます。  

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 

２ 生産緑地の買取希望者の調査結果について（資料２） 

 



 上記議題について、早川課長補佐から次の通り説明があった。 

 

 ２ページ資料２をご覧ください。 

先月の合同部会におきまして、生産緑地法に基づき買取申し出のありました土地１件

につきまして、営農を希望される方が取得できるよう、買取希望者の調査をお願いさ

せていただきました。 

申出地の所在は、桜井駅周辺特定土地区画整理事業地内、位置図は３ページのとお

り１か所で面積は５４６㎡であります。 

買取希望をされる方がみえましたら、教えていただきいと思いますので、よろしく

お願いします。 

この件につきましては、以上です。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 

３ 生産緑地の買取希望者の調査依頼について（資料３） 

 

 上記議題について、早川課長補佐から次の通り説明があった。 

 

４ページ資料３をご覧ください。 

安城市都市計画課から、調査の依頼が１件ございました。生産緑地法に基づき買取

申し出のありました土地について、安城市及び関係機関への照会を行いましたが希望

がなかったため、営農を希望される方が取得できるよう、調査のご協力をお願いしま

す。 

申出地の所在は三河安城本町地内の１か所３筆で、面積は１，８２５㎡でございま

す。買取希望単価は、㎡単価で３３万円と伺っております。なお位置図は５ページ、

整理図は６ページをご覧ください。 

来月の農業委員会で買取り希望者の有無をお聞かせ願います。 

この件に関しては以上です。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 

４ 畑・樹園地利用促進制度及び畑・樹園地お見合いシステムについて（資料４） 

 

 上記議題について、石原主事から次の通り説明があった。 



 

 よろしくお願いします。では私から次第４、畑・樹園地利用促進制度及び畑・樹園

地お見合いシステムについて説明させていただきます。資料の７ページ、資料４をご

覧ください。 

 この制度につきましては農協及び普及課、農業改良普及課と協議を重ねてまいりま

して、来月８月１日から制度をスタートさせる予定でございます。 

 安城市におきましては、水田作については比較的後継者が育成されているのに対し

て、畑、樹園地の担い手不足が深刻になってまいりました。この畑、樹園地に関して

の貸し借りをしやすくするという２つの制度でございます。 

 まず１つ目が畑・樹園地利用促進制度。「利用権設定の受け手の要件を見直し、農地

（畑及び樹園地に限る）を借りやすくすることで利用権設定を促進し、畑及び樹園地

の遊休農地の発生を防止するとともに、畑作物及びナシ、イチジク等の特産品を含む

果樹生産の振興を図ります」というものです。 

これまで農地を借りるには農地法の３条の許可を受ける、又は認定農業者の認定を

受けることのいずれかの許可か認定を受ける必要がありました。このハードルが高い

ということで、このハードルを下げて農地の貸し借りをしやすくしましょうというこ

とです。まず農地を借りられる方の条件が下の表でございます。区分が２つに分かれ

ておりまして、「たのしみ農業者」、もう１つが「畑・樹園地担い手農業者」。上のほう

の区分、「たのしみ農業者」については、さらに対象者が２に分かれておりまして、１

つ目がアグリライフ支援センターの野菜づくり入門コースの修了生。安城市で実施し

ておりますアグリライフ支援センターのコースを修了された方。もう１つが指導を受

けて耕作を行う者、ということで、これは米印１番ですけれども、指導者の要件が決

まっております。指導者が農業委員会の委員の選挙権を有するものであること、とな

っておりますので、具体的には農地を１０ａ以上耕作している方、こういった方に指

導を受けて耕作を行う方、こういった方が対象になります。こういった方に対して、

１０ａ未満の利用権設定であれば認めていきましょうというものでございます。利用

権設定の期間としましては、まず試行期間で１年間、その１年間を無事終了いたしま

したら、試行期間終了後として３年、６年、１０年の中から選んでいただきます。た

だし、６５歳以上の方については３年のみの更新とさせていただいております。こち

らの「たのしみ農業者」については年齢制限はございません。その他の要件としまし

ては、農用地利用改善組合長様の承諾を必要としております。これはまず試行期間の

最初と、試行期間終了後の初回のみ改善組合長の承諾を取っていただくことになりま

す。その次が、普及指導員による営農計画書の確認、これは「たのしみ農業者」は不

要としております。その他、農地全てを効率的に耕作してくださいという要件、その

他、地域農業者との役割分担の下、継続的、安定的に耕作を行ってくださいというも

の。その次が解除条件と書いてありますが、米印３番のところですけれども、農用地

を適正に利用していないと認められる場合には賃貸借又は使用貸借を解除する旨の条

件を付した利用権設定ということになっています。最後の要件としましては、利用状

況報告の報告ということで、米印４番ですけれども、毎事業年度の終了後、作物の作

付け状況や生産数量等を市長に報告していただくというものです。こういった条件が



ついております。こういった方に関しては、１０ａ未満の農地については借りられる

ことにしましょうということです。 

２つ目の区分「畑・樹園地担い手農業者」ですが、これがまた４つの対象者に分か

れます。まず１つ目が認定新規就農者。これは農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、

この４月１日からの改正に伴い、市において認定する新規就農者の方です。こういっ

た認定を受けた方が、まず一つ目の対象者になります。２つ目は、指導を受けて耕作

を行う者。この指導者の要件がまた別に定められておりまして、米印２番、指導者は

同種作物の耕作経験が１０年以上ある販売農家であること。こういった方に指導を受

けて耕作を行う方。３番目がたのしみ農業者として３年間経験を積んだ方。上のたの

しみ農業者として３年間無事にやっていただけたら、ステップアップとして下の区分

に移れるというものです。最後が既に畑・樹園地の経営規模が１０ａ以上あって３年

以上耕作経験がある方。こういった方に関しては１０ａ以上の農地も借りられるよう

にしましょうというものです。利用権設定の期間としましては、上と同じく試行期間

１年間、その終了後に３年、６年、１０年の期間から選んでいただきます。これも同

じく６５歳以上の方は３年ごとの更新ということになります。こちらは年齢制限がご

ざいまして、６５歳までということになっています。ただし、更新のみは６５歳以上

も可ということになっておりますので、６４歳までの間に利用権設定をしたものの更

新のみであれば、３年ごとにやっていただけるということになります。その他の主な

要件としては、農用地利用改善組合長の承諾については上のたのしみ農業者と同様で

す。畑・樹園地担い手農業者については、普及指導員による営農計画書の確認が必要

となっております。県の農業改良普及課の普及指導員さんによって営農計画の確認を

していただきます。これが試行期間と試行期間終了後の初回にやっていただくという

ことです。その他の要件はたのしみ農業者と同様です。 

この制度によって農地を借りる場合には、法律的には農業経営基盤強化促進法、こ

れまでの利用権と同じ法律に基づく利用権設定ですので、市街化区域は対象外となっ

ております。調整区域の畑、樹園地のみが対象です。利用権設定の時期につきまして

は、年３回、２月、８月、１２月を予定しております。 

つづきまして８ページをご覧ください。もう１つの制度です。畑・樹園地お見合い

システム。「貸付を希望する畑及び樹園地の情報記載した台帳を作成し、借受希望者に

情報提供することで、意欲ある耕作者への利用権設定を促進し、畑及び樹園地の遊休

農地の発生を防止するとともに、畑作物及びナシ、イチジク等の特産品を含む果樹生

産の振興を図ります。」というものです。１番イメージ図ですが、左のほうから、まず

耕作できなくなった畑・樹園地を貸したいという農地所有者の方から台帳登録申請を

していただきます。登録申請は市の農務課で直接申し込んでいただいても結構ですし、

農協の各支店、営農センターの窓口でも登録申請ができるようにしております。農協

で受けていただいた登録申請は、農務課に送付していただきまして、農務課において

まとめて登録農地台帳の整備をいたします。この台帳を整備いたしましたら、また農

協さんのほうに送付いたします。今度は右側ですけれども、畑・樹園地を借りて耕作

したいという耕作希望者の方から台帳閲覧申請を出していただきます。これも農務課

で直接申請していただいても結構ですし、農協の支店でも閲覧申請をすることができ



ます。２番システム利用の流れですが、ちょっと繰り返しなりますが、１番台帳登録

申請を所有者から農務課・ＪＡにしていただきます。２番登録農地台帳を農務課にお

いて整備し、３番台帳閲覧申請を今度は閲覧希望者から農務課・ＪＡに対してしてい

ただきます。この段階では個人情報、所有者情報を除いて閲覧をしていただくことに

なります。この閲覧したものの中から借りたいものが見つかったら、今度は５番所有

者情報提供依頼というものを出していただきます。この提供依頼が出てきましたら、

農務課が所有者に対して個人情報提供の同意をとった上で個人情報の提供を行います。

あとは、当事者間の話し合いになりますが、賃貸借の条件等の交渉を直接していただ

きまして、ここで条件の交渉がまとまりましたら、９番契約のための申出や許可申請

等を所有者、借受希望者から市又は農業委員会に対して提出していただきます。市に

おいて許可などをいたしましたら契約の成立という流れでございます。 

その他、３番、立て札の設置ということですが、農地所有者の方で希望される方に

は立て札等に貼り付けるための貸出希望票を交付する予定でございます。この貸出希

望票には市長印が押印されておりまして、問い合わせ先は農務課となっておりますの

で、所有者の方にとっては自分の個人情報を公にしなくてもいいということもありま

すし、農地を借り受ける、借受希望者の方にとっても問い合わせ先が市ということに

なっておりますので、安心して問合せをすることができるよ、というものでございま

す。 

本日の私からの説明は以上となりますが、本日は概要を簡単に説明させていただき

ましたが、この２つの制度についてもう少し詳しい説明を後日、農業振興部会等にお

いて説明させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上で説明を終わります。 

 

○ 菱田政量 委員 

  樹園地ということなんですが、この樹園地の場合ですね、ここ梨、イチジクという

ことで例で書いてあるんですが、そうなってくると一応これが３、６、１０という契

約になっているんですけども、梨だと樹園地借りて仮に更新して植えた場合、最低で

も採れるまでに１０年掛かる。それからの設けになるという場合に、植えて１０年経

って金になるときに１０年経って、更新これで終わりですからというふうになったと

きには、ただ植えるだけになってしまうんですけれども、以前にもこういう話ちょこ

っと聞いたことあるんですけれども、樹園地の場合１５年、２０年というスパンでな

いと、安定した作物を作ることができんと。要は投資しても回収ができないと、言う

ことの話を聞いたことがあるんですけれども、その辺はどういうふうに市のほうは考

えているんですか。 

 

○ 石原主事 

  そうですね、樹園地に関しては長いスパンで借りていかないといけないということ

にはなりますけれども、そういった場合は、今の予定ではその都度更新していただく

ことになっております。１０年ごとで更新していただくということでお願いしたいと

思います。 



 

○ 菱田政量 委員 

  そうした場合、返してくださいということになった場合どうなっちゃうの。契約が

最長で１０年ですよね。１０年で契約満了だから返してくださいといわれた時には返

さないかんという事になっちゃうんですけど、借りとる方は更新したくても相手方が、

まあ、いわゆる返してくださいと言った場合に。 

 

○ 石原主事 

  そうですね、特に樹園地に関しては返すときの条件というのがいろいろトラブルの

元になるということを聞いておりますので、そこら辺に関しましては、一番最初に利

用権設定を、最初の段階で返還のときの条件ですとか、そういったことを話し合って

いただいて、利用権設定の条件として決めていただくということもお願いする予定で

す。その要綱、新たに作った要綱の中にもそこらの事も記載させていただいておりま

す。 

 

○ 榊原喜榮子 委員 

  今の樹園地の話ですけれども、実際、現在も果樹園として耕作収益上げている園地

ということとは違うんですか。畑を耕作できなくなったから畑を借りて、樹園地とし

て使いたい、ということも含めているんですか。私が個人的に理解している中では、

現在、果樹作っている畑、それがいろんな諸事情でやれなくなった。しかし園地はま

だ健全であるよ、というところで借り手を探すというのがこの制度かなというふうに、

利用権設定を使ってですけどね。というふうに理解していたのですが、どうなんでし

ょう。 

 

○ 石原主事 

  はい、ありがとうございます。元々の想定はやはりそういったことで、まだ採れる

んだけれども、もう耕作できないという様な樹園地に関して受け手が見つかればとい

うことで、そういった想定でやっているわけですが、ただ、畑でここでやりたいよ、

という話があれば、それをダメですよというものではありませんので、そこらへんは

話し合いによってということで。 

 

○ 榊原喜榮子 委員 

  はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

○ 神谷德雄 委員 

  ここには表記してないですけど、賃借料、賃借料金的なものが書いてないですけど、

無料かあるいはお互いで決めるという事でしょうか。 

 

○ 石原主事 

  ありがとうございます。賃借料に関しましては、ここには記載は無いですけれども、



基本的には当事者間で決めていただくという事になりますが、なかなかあの、特に小

規模でやられる方ということで、初めてやられるような方も対象になっておりますの

で、全く何も無いところで決めるというのは難しいということで、畑、一般畑に関し

ては参考の借賃表というものをお渡しできるようにご用意する予定でございます。た

だですね、樹園地に関しては、なかなか樹齢だとか、その畑の状態によってなかなか

借賃の幅があるという事を聞いておりますので、そこは残念ながら借賃表というもの

はお渡しできないんですが、そこら辺の話し合いにつきましては、ご依頼がありまし

たら市から農協又は普及課さんの方に話し合いの協力依頼というものをさせていただ

くという予定でございますので、必要に応じて、農協又は普及課さんに話し合いに入

っていただくという事を予定しております。 

 

○ 神谷德雄 委員 

  了解しました。 

 

５ その他 

 

  上記議題について、早川課長補佐から次のとおり説明があった。  

 

それではその他でございますが、まず（１）、農業委員会委員・職員等研修会につい

て、９ページ、資料５をご覧ください。この研修会につきましては毎年開催されてお

りまして、今年につきましては、９月１２日（金）午後１時３０分から、場所は幸田

町民会館さくらホールです。今年度の研修事項につきましては、①農業委員会系統組

織を巡る情勢と農業委員会活動等について、②農地制度の概要について、③農業委員

の任務及び農業委員会の適正な事務実施について、となっております。 

当日はバスで送迎させていただきます。１２時２０分になりましたら西会館、旧婦

人会館前の駐車場を出発しますのでそれに間に合うようにお越しください。 

なお、出欠につきましては、次回８月の農業委員会の会議前に確認させていただき

ます。 

 

続きまして、（２）農地パトロールの町内会への周知について、１１ページ、資料６

をご覧ください。農業委員会が農地パトロールを行う際、現地立ち入りの理解をいた

だくよう、町内会長あてに回覧を依頼させていただきます。 

実施期間は平成２６年８月下旬から１１月末。調査対象は市内の全ての農地です。 

実施方法の詳細については、次回の農業委員会で説明いたします。 

 

（３）集合写真撮影について、別添資料をご覧ください。本日、このあと開催され

ます農地部会終了後に、第２２期農業委員会の集合写真を撮影しますので、その際は、

この図の配列でお願いいたします。 

 

（４）配布物ですが、本日は、農業委員業務必携とのうねん４月号をお配りしまし



た。 

最後に次回予定でございますが、次回は８月２２日(金)午後１時３０分から談話 

室にて正副部会長会。午後２時３０分からこの第１０会議室で農地・農振合同部会。

午後３時から第１０会議室で農地部会。午後３時３０分から第１０会議室で農振部会

を開催する予定でございます。   

なお、７月分の農業委員報酬は、先日開催いたしました研修会の際に話しましたと

おり、７月末日に指定口座にお支払をします。また、親睦会会費につきましても、７

月分は５，０００円、８月分からは１５，０００円を、それぞれの月の報酬から積立

させていただきます。 

この件につきましては、以上でございます。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 

 午後３時３６分、議長は閉会を宣する。 


