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日   時 

 平成２６年１２月２２日（月） 

 開会 午後３時１４分 

 閉会 午後３時３９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                ２４名 

法第１２条による委員数                ６名 

 

 ２９ 浅井 清幸 委員 ３０ 林 茂樹 委員 

 

 

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 

 

 

８ 安藤 幹彦 委員 ２５ 近藤 正広 委員 



会議の記録会議の記録会議の記録会議の記録    

 

 午後３時１４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 ８ 安藤 幹彦 委員 ２５ 近藤 正広 委員 

 また、欠席者は、２９ 浅井 清幸 委員 ３０ 林 茂樹 委員 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 平成２６年度（第２９回）安城市農業賞等について（資料１：１～３ページ） 

 

 上記議題について、農政係 近藤主事から次のとおり説明があった。 

 

  私の方から、協議事項１ 平成２６年度（第２９回）安城市農業賞等についてご説

明をいたします。 

資料の１ページをご覧ください。安城市農業賞は昭和６１年度にスタートいたしま

して、地域農業の発展に努力されている方、農業経営が他の模範となる方、農業後継

者で今後活躍が期待される方等を表彰しまして、当市農業の一層の振興に資するもの

でございます。本年度も地域づくり活動部門、営農部門、農業青年奨励部門の３部門

を選考させて頂きました。選考につきましては農用地利用改善組合愛知中央農業農業

改良普及課より推薦されました個人を、去る１０月３１日開催の安城市農業振興協議

会幹事会で事前審査をし、１１月７日開催の安城市農業振興協議会で決定を頂きまし

た。その結果、地域づくり活動部門につきましては安藤悦子様に、営農部門につきま

しては神谷修様に、農業青年奨励部門につきましては畔栁真様にそれぞれ決定されま

した。 

  ２ページ以降につきましては、各受賞者の方の業績を記載させて頂きましたので、

概略をご説明させて頂きます。 

それでは２ページ以降をご覧ください。まず地域づくり活動部門の安藤悦子様でご

ざいます。安藤様は昭和４８年に橘生活改善グループを結成後、地域農産物を活用し

た加工工房や、伝承文化をイベントでＰＲするなど、地域住民や子供たちに食や農の

大切さを伝える活動をされておられます。平成１８年には愛知県食育推進ボランティ

アに登録認定され、安城市の農産物を使った地元郷土料理の紹介やデザートづくりの

講習を行うなど、地元農産物を活用した豊かな食生活を推進し、安城市の農業振興及

び発展に大きく貢献されておられます。 

続いて営農部門の神谷修様でございます。神谷様は水田作を中心に耕作面積を拡大

して、大規模な経営をされておられます。平成１０年には愛知県米麦振興協会主催の

水稲品評会において優秀賞を受賞するなど、栽培技術についても地域の模範となって

おられます。現在は愛知中央農協の営農部会長として厳しい農業情勢に対応した営農



活動ができるよう部会員をリードし、組織をまとめながら運営をされておられます。 

続きまして、農業青年奨励部門の畔栁真様でございます。畔柳様はサラリーマンを

経験後、平成１７年８月に２７歳で就農をされました。水田作に加えまして施設ナス

をご両親と共に経営されておられます。平成２１年に愛知中央農協青年部長、平成２

３年に安城農業市会副会長を歴任、本年からは里町小学校のＰＴＡ会長を務められ、

水稲体験学習を通じて地域の食育活動等に貢献しており、今後若きリーダーとして活

躍が期待されています。 

以上３名の方が平成２６年度 安城市農業賞を受賞することに決定されました。授

賞式につきましては１２月２５日（木）に農用地利用改善組合長、農務連絡員の合同

会議の席上で行う予定でございます。 

本市では毎年ですね、農業賞表彰式に合わせまして、新規就農者の激励会も開催し

ております。３ページの下の部分をご覧ください。対象となる新規就農者の方につき

ましては、普及課、農協、また各地区の改善組合等から情報提供を頂きまして、内規

に基づき、また本人への確認を行った上で決定しております。 

本年の激励会の対象は次の５名の方でございますので、この場でご紹介をさせて頂

きます。まず早川典志さんです。箕輪町にお住まいで今年の１１月からＵターンで親

元就農されました。基幹作物は水田作です。続いて長谷部良輔さんです。桜井町にお

住まいで去年の８月にＵターンで親元就農されました。基幹作物は施設野菜です。続

いて黒田清吾さんです。三河安城町にお住まいで今年の４月にＵターンで親元就農さ

れました。基幹作物は水田作です。続いて早川信哉さんです。里町にお住まいで去年

の４月にＵターンで久留宮邦彦さんの下で就農されました。平成２６年１月より露地

野菜の責任者を務められています。最後に平岩利晃さんです。川島町にお住まいで今

年の３月にＵターンで親元就農されました。基幹作物は露地野菜になっております。

以上５名の方につきましても農業賞の授賞式と同じく、１２月２５日開催の農用地利

用改善組合長農務連絡員の合同会議の席上で激励会を行う予定でございます。また併

せまして新規認定農業者の方につきましても、１２月２５日（木）の合同会議の席上

でご紹介する予定でございます。尚、新規認定農業者の方のご紹介は次の協議事項２

にて、行わさせて頂きますので、よろしくお願いいたします。 

以上で協議事項１ 平成２６年度（第２９回）安城市農業賞等についての説明を終

わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 

２ 認定農業者等の認定について（資料２） 

 

上記議題について、近藤主事から次の通り説明があった。 

 

私の方から協議事項２の認定農業者等の認定についてご説明をさせていただきます。

４ページの方をご覧ください。私の方からは認定新規就農者についてご説明をさせて



頂きます。まず認定新規就農者でございますが、こちらの認定新規就農者と言います

のは、今まではですね、愛知県が認定就農者といたしまして認定を行っておりました

が、今年度の農業経営基盤強化促進法の改正により、平成２６年１０月からの認定就

農者は認定新規就農者と名前を変えまして、市で認定を行う形になりました。そして

今回ですね、この認定新規就農者制度を使い、１軒認定の予定でございますので、農

業経営基盤強化促進法の基本要綱に基づきまして、農業委員会でご報告をさせて頂き

ます。認定新規就農者でございますが、平成２７年１月１日現在 認定新規就農者数

は１名でございます。認定しますのは、氏名 大貫哲郎さんでございます。年齢は３

２歳、営農類型は施設野菜でチンゲンサイとなってございます。 

 

続いて、早川課長補佐から次の通り説明があった。 

 

続きまして認定農業者の認定状況について説明いたします。５ページをご覧頂きた

いと思います。平成２６年１月１日現在の認定農業者数につきましては、１６７名で

ございました。その後、認定期間が満了しました際に、４０名の方が認定農業者を更

新いたしましたが、認定農業者を更新されなかった方が９名と認定期間の途中で取消

しをされた方が３名、おみえになりました。 

一方、新規の認定を希望された方は１２名おみえになりましたので、平成２７年１

月１日の認定農業者の予定数は増減がなく、１６７名ということになります。 

なお、この１年間で農業経営改善計画が認定された方の一覧としましては、新規の

方が５ページの下の方にございます。あと更新の方につきましては６ページに記載し

てございます。また、１６７名の認定農業者の類型別の状況につきましては、７ペー

ジをご覧頂きたいと思います。単一経営につきましては、水稲主体が３９名と最も多

く、複合経営につきましても大半が水稲との複合となっております。 

また、４月１日付けの認定農業者を来年１月末まで認定申請の受付を行いますので、

地域農業の担い手としてふさわしい方の掘り起こしをよろしくお願いしたいと思いま

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。 

 

 

３ 平成２７年度農業経営基盤強化促進事業による利用権設定について（資料３） 

 

上記議題について、川口主査から次の通り説明があった。 

 

資料の８ページをご覧ください。 

農業経営基盤強化促進法に基づきまして、利用権設定を実施いたしますが、今回の

利用権設定は、現在利用権設定をしている農地で更新するものを対象としています。 

提出書類は、利用権設定各筆明細及び農協あての利用権設定申込書ですが、相続登



記が終わっていない農地について利用権設定をする場合は、相続代表者への委任状と

相続人関係図を、共有名義になっている農地について利用権設定をする場合は、共有

代表者への委任状をあわせて提出していただきます。提出先はＪＡあいち中央営農企

画部営農企画課で、平成２７年１月１６日（金）までに提出をお願いいたします。 

次に４の「契約の始期及び期間」をご覧ください。契約の始期については、「利用権

設定満了通知書」に記載されている「更新する場合の契約開始年月日」を始期としま

す。 

契約期間は、３年、６年又は１０年のいずれかとなります。 

続いて、５の「公告日」ですが、契約の始期又は移転の時期が平成２７年４月１５

日のものについては同日に、それ以外のものについては６月１５日になります。 

次に６「借り手の要件」については、従来と同じで認定農業者とします。 

 

続きまして、１０ページをご覧ください。来年、利用権設定の期間が満了する方へ

のお知らせを１２月１５日付けでお送りしています。１０ページが農地の貸し手用の

もので１４ページが農地の借り手用のものになっています。 

貸し手に送付した資料としましては、ほかに１１ページの「利用権設定各筆明細」、

１２ページの「農業経営基盤強化促進事業による利用権設定継続の手続について（お

願い）」及び１３ページのＪＡあいち中央あての利用権設定申込書がございます。 

１１ページの「利用権設定各筆明細」をもう一度ご覧ください。更新が必要な利用

権を設定する土地の所在等は既に印字してありますので、農地所有者の方は「設定す

る利用権」の欄の所定事項と住所・氏名をご記入の上、押印を必要とします。 

次に１２ページをご覧ください。来年の１月１６日（金）までに手続が必要になり

ますが、書類の提出先は、市内にお住まいの方は所轄のＪＡ支店、市外の方は対象農

地の所在地を管轄するＪＡ支店窓口が提出先となります。貸し手が支店へお持ちいた

だくものは、提出書類のほか通帳と認印も必要です。 

なお、借り手へは１４ページの満了通知書のみを送付しています。 

 

続きまして、１５ページから１９ページまでは、一部該当する方に送付した資料に

なっています。 

１６ページと１７ページは利用権設定しようとする農地の相続登記が終わっていな

い場合に提出していただく書類です。１枚めくって頂きまして、１９ページは利用権

設定しようとする農地が共有名義になっている場合に提出していただく書類となりま

す。 

 

最後になりましたが、今回の利用権設定は、最初にご説明しましたように現在利用

権を設定している農地で更新するものを対象としており、新規の農地について賃借権

等の設定をする場合については、原則、農地中間管理事業による権利設定となります

のでよろしくお願いします。 

この件につきましての説明は以上でございます。農地流動化の推進にご理解とご協

力をよろしくお願いします。 



 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 

４ 生産緑地の買取希望者の調査結果について（資料４） 

 

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。 

 

それでは２０ページ資料４をご覧頂きたいと思います。 

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、安城町地内、位置図は２１ページのとおり１か所で面積は、４０

２㎡でございます。買取希望をされる方がみえましたら、教えて頂きたいと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

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。 

 

 

５ 除外申出に係る２７号計画の策定について（資料５） 

 

 上記議題について、佐伯主査から次のとおり説明があった。 

 

 よろしくお願いします。 

 協議事項５ 除外申出に係る２７号計画の策定についてご説明申し上げます。 

 ２２ページの資料５ 安城市の農業の振興に関する計画調書をご覧ください。この

調書に記載してありますものは、この後の協議事項６にも関連いたしますが、去る１

１月２０日付で出されました農用地利用計画変更除外申出の中のものでございます。

この申出地につきましては、現在施工中の県営灌漑排水事業 中井筋地区、及び、中

井筋よさみ地区となっております。これらの事業は既存の排水路の補修や能力の向上

等を図るものに過ぎず、その受益地内の土地を農用地区域から除外したとしても事業

そのものへの影響は小さいと考えられております。しかしながら、法令上の規制上は

その事業の完了後８年を経過しないうちは、原則として受益地内の土地を農用地区域

から除外することはできないとなっております。しかしながら、但し除外転用によっ

てその土地に設けられる施設が地域の農業の振興に寄与すると認められることを市の

計画において定めれば、例外として農用地区域から除外することができるようになり

ます。今回の案件につきましては、店舗の建設、農家住宅の建設、駐車場の設置です

が、これらは農村集落の維持をもたらす効果があり、地域の農業の振興に寄与すると

考えられます。この市の計画というのは、根拠法令の条文から、２７号計画と呼ばれ



ており、農業委員会の意見を聞いた上で定めることとされておりますので、本日提案

させて頂いております。 

説明は以上でございますので、ご承認頂きますようよろしくお願いいたします。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 

６ 農用地利用計画変更申出について（別添資料：事前送付済） 

 

 上記議題について、佐伯主査から次のとおり説明があった。 

 

 よろしくお願いします。 

それでは別冊として事前に送付してございます資料の１ページ、農用地利用計画変

更申出総括表をご覧ください。 

 これは平成２６年１１月にありました農用地利用計画の変更申出の総括表となって

おります。今回の申出の内訳は、用途変更が１件、編入が１件、農用地区域からの除

外が２１件、面積にいたしまして、２１，１１６．３７㎡です。 

まず、用途変更ですが、資料７ページをご覧ください。今回の用途変更の目的は農

業用倉庫が１件となっております。詳細につきましては、調書をご確認ください。 

なお、現地調査につきましては、１２月１５日 月曜日に、神谷 孝雄委員と、黒

柳 幹保委員にお願いし、実施いたしました。この案件については、本委員会でご了

承いただくことができましたら、通知書を発行させて頂きます。 

続きまして、編入についてですが、資料２ページをご覧ください。編入の目的を見

ますと、事業計画の変更が１件となっております。詳細につきましては、調書をご確

認ください。 

 続きまして、除外についてですが、資料３ページ以降をご覧ください。除外の目的

別に見ますと、農家住宅の建築が１件、分家住宅等の建築が１０件、駐車場敷地の整

備が５件、資材置場の整備が１件、公共用地（保育園）の整備が１件、その他が３件

となっております。その他３件の内訳といたしましては店舗の建築が２件、農家住宅

の敷地の拡張が１件となっております。詳細につきましては調書をご確認ください。 

 なお、現地調査につきましては、１２月１５日 月曜日に、神谷孝雄委員と、黒柳

幹保委員にお願いし実施いたしました。これらの案件につきましては、本委員会でご

了承いただくことができましたら、愛知県知事との事前協議の手続に移らせて頂くこ

ととなります。 

 以上で説明を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 

７ その他 



 

 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。 

 

 それではその他でございますが、先ず、(１)本日の提出物につきまして、遊休農地・

違反転用農地の指導に関する報告書等の提出につきましては、１０月の農業委員会で

お話しいたしましたが、該当する農業委員様には本日の農業委員会終了時に事務局ま

で提出をよろしくお願いしたいと思います。なお今回の指導結果を踏まえまして、次

回に報告をさせて頂きますので、よろしくお願いします。ご協力ありがとうございま

した。 

 

次きまして、(２)全国農業新聞購読料の改定につきまして、２９ページ、資料６を

ご覧頂きたいと思います。全国農業新聞につきましては、委員の皆様にはご購読頂き

ましてありがとうございます。今回、ここに記載されましたとおり、全国農業新聞の

購読料が来年４月より月額が６００円から７００円に改定されることになりました。

購読料の値上げにつきましては平成６年から２１年ぶりになるとのことでございます。

なお、委員様の購読にあたりましては、来年度も引き続き半額補助をするように予算

要求しておりますので、ご理解頂きまして、引き続きのご購読をよろしくお願いした

いと思います。 

続きまして、(3)次回予定でございますが、次回は、１月２２日(木)の午後１時３０

分から談話室で正副部会長会、午後２時３０分から第１０会議室で農地・農振合同部

会、午後３時より農地部会、午後３時３０分より農業振興部会の予定でございます。

よろしくお願いします。 

 この件につきましては以上で終わります。 

 

 

 午後３時３９分、議長は閉会を宣する。 

 

 


