
 

安城市農業委員会議事録（農地・農振合同部会） 

日   時 

 平成２７年９月２４日（木） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時１６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                ２５名 

法第１２条による委員数                ７名 

 

 ２７ 近藤 正広 委員 

 

 

会長 中田 晴久 

 

 

犬塚事務局長、杉浦事務局課長、島田課長補佐、 

佐伯主査、磯貝主査、花井主事、宇波主事 

 

 

６ 水越 精二 委員 ２１ 沓名 正夫 委員 



会議の記録 

 

 午後２時３０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 ６ 水越 精二 委員 ２１ 神谷 孝雄 委員 

 また、欠席者は、２７ 近藤 正広 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２８年度米の生産数量目標面積の仮配分について（資料１） 

 

 上記議題について、杉浦振興係長から次のとおり説明があった。 

 

農務課振興係の杉浦と申します。私の方から平成２８年度、米の生産数量目標面積の

仮配分についてご説明させていただきたいと思います。すみませんが着席させていただ

いてご説明をさせていただきます。 

それでは次第のですね１枚めくっていただきまして農業委員憲章の隣ですね、１ペー

ジ目をご覧いただきたいと思います。こちらのですね、１ページ目から３ページ目まで

がこちらの仮配分についてのことが書いてございますので、こちらを使ってご説明させ

ていただきます。こちらの仮配分については今月の１５日になりますが、安城市地域農

業再生協議会におきまして来年度の米の配分ルールを仮のですね、配分ルールを決めさ

せていただいております。これに基づきまして各集落への仮配分を行いまして、その結

果に基づきましてこのご報告をさせていただきます。なお、この仮配分の面積は明日で

すね、２５日の農務連絡員さんと改善組合長さんとのですね合同会議の場におきまして

ご報告させていただく予定になっております。 

それでは、１ページ目のですね（１）安城市の利用量の予測というところからご説明

いたしますが、国からはですね毎年１１月頃にですね正式に来年のですね米の配分につ

いて出されるわけなんですけれども、その後ですね国が県に出した数字を基にして県が

各市町村にですねそのルールに基づいた数量、面積を下してきます。それが例年ですね

１２月の中、下旬頃になります。ただそれを待っていますと来年のですね麦作に間に合

いませんので、安城市では毎年この９月にですねあくまでも予測ということになります

けども、仮の配分ルールを設けさせていただきましてそれに基づいて各集落へのですね、

米の数量配分、面積配分を行っております。その予測の仕方ということになりますが農

林水産省が毎年７月の末にですね公表しております「米穀の需給及び価格の安定に関す

る基本指針」というものを公表しておるわけですけども、これを参考にしております。

過去２年のですね需要量の変化と今年から来年にかけてのですね需要の見通しを見てい

くことになります。それでは１ページのですね上の表の所を見ていただきたいと思いま

すけども、そこに全国と愛知県の過去２年のですね需要量が載せてございます。左側に



ですね２６年、２７年の需要量これ速報値になりますが、それとその右側にその前の年

ですね２５、２６年の需要量、その右側にその過去２年の伸び率という順番になってお

ります。全国のところを見ていただきますと２６、２７年の需要量については７，７７

９,０００トン、その１年前が７,８６６,０００トンということで伸び率につきましては

９８．８９％となっておりました。愛知県におきましては１４７,５４３トン、１年前が

１４４,５６２トン伸び率につきましては１０２．０６％ということになります。次です

ね、その下の表を見ていただきますと全国のですね今年から来年の需要見通しについて

表になっております。こちらがですね、２７年今年の今年産の米のですね需要量ですね

が７６９．８万トンそれから先ほど申し上げましたように２６、２７の需要量こちらが

７７７．９万トンということでこちらのですね需要の見通し伸び率については９８．９

６％ということになっております。国の方ではですね１％ほど米のですね、需要が落ち

るだろうというふうに予測しております。この需要のですね予測に基づきまして今、安

城市では米の面積、作地面積をどうしていこうかというのが予測になるわけですけども、

愛知県のところを見ていただきますと伸び率は１０２．０６％ということで伸びている

という形にはなっているんですけれども過去ですね数年間にわたってずっとですね全国

と同じように右肩下がり、毎年ですね需要量は減少しているのが現状でございますので

全国の需要見通しと同様にですねその下の矢印のところを見ていただきまして、安城市

のですね２７年度に対しまして９９％と来年度２８年度の需要量を予測させていただき

ました。これに基づきまして米の面積を実際に決めさせていただくんですけれども（２）

番のところを見ていただきたいと思います。換算値の予測ということでまず１つ目の四

角のところでございますけれども２７年度の安城市の米の生産数量目標、こちらになり

ますが１０,１２７トン面積にいたしますと１,９２２ｈａで米を作付できますよという

面積をいただいております。これに先ほどの予測のですね９９％をかけたものがその下

のですね四角になります。１,９２２ｈａに９９％をかけさせていただきまして１,９０２．

８ｈａこれが来年のですね安城市の米の作付面積の予測値という形になります。それで

は１ページめくっていただきまして２ページですね（３）になります。配分基準値の算

定ということになりますけども、こちらですねＡというところを見ていただきますと①

で生産数量目標面積換算予測値ですね、こちらの方から先ほど出した面積になるんです

けども、そこから②の試験研究用、学校田用と③の生産調整非参加者分を引くという作

業を行っています。②の試験研究用、学校田用というものにつきましては安城市では安

城農林高校とそれから県のですね、農業総合試験場こちらのほうでもお米を作付されて

おりますのでその面積を引いてまいります。それから、安城市では非常に少ない面積に

なりますけども生産調整に参加されてない方もございますのでその面積分を引いていき

ます。１つ目の四角において試験研究用、学校田用を引いていきます。こちらがですね、

今年の実績ということで生産数量目標で２３トン、面積換算地として５ｈａになります。

それから生産調整に参加されない分ということで過去３年間の平均値として１９トン面

積換算値として約４ｈａございますので、これを上のですね、学校田、試験研究用の面

積と合せたものを引いていきます。その矢印の下のところを見ていただきますとＡとい

うことで１,９０２．８ｈａから５ｈａと４ｈａ分を引いたものこちらがですね、１,８９

３．８ｈａこれだけが生産調整に参加していただける方に配分できる面積になります。



そして、その下にですね、B ということで基本面積というのががざいますが、こちらが

３,１３４．４ｈａ、こちらはですねこの９月１日現在の安城市の水田面積になります。

この面積を比較して配分を何％にするかという計算がですね、またその下の矢印の下に

なるんですけれども、A を B で割るということで配分基準値というものを出していきま

す。１,８９３．８ｈａ÷３,１３４．４ｈａということで６０．４２％という数字が求め

られます。６０．４２％の小数点第２位を切り捨ていたしまして配分基準値６０．４％

ということになりますので、この水田面積全体の６０．４％でお米の作付をお願いして

いくというふうに決めさせていただきました。この仮のですね配分ルールに基づきまし

てその隣のページですね、３ページに仮配分の一覧を載させていただいております。各

集落の米の配分、作付目標面積になります。こちらですね各集落ごとになっております

が、すべてですね読み上げることはできませんので１番上のところですね里町のところ

を見ていただきますと基本面積が１７６．４ｈａこれにですね６０．４％をかけますと

１０６．５ｈａが米の作付の目標面積ということになります。その裏返しとして転作面

積の方は６９．９ｈａということになります。その下にですね、志貴、集落のところの

１番左で小さく括りがある集落がございます。志貴ですとか篠目、井杭山、新田、三別

といったところはその中の集落個々に配分面積を出しておりますけども、全体、志貴で

したら志貴でですね生産調整を行っていただく形になりますので小計のところでですね、

見ていただきますと志貴全体で基本面積が１１９．３ｈａありまして、米の作付ですね

目標面積の方が７１．９ｈａ転作面積が４７．４ｈａということで計画していただくこ

とになりますのでよろしくお願い致します。参考までにですね、１番下のところになり

ますけども昨年度のですね、仮配分面積と本配分面積がカッコで載せておりますのでご

確認いただきたいと思います。以上がですね、安城市地域農業再生協議会で承認されま

した仮の配分ルールとそれに基づきます各集落への仮配分面積の内容になります。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。 

 

２ 除外申出に係る２７号計画の策定について（資料２） 

 

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（２）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。（４）

ページの資料（２）、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（３）にも関連いたしますが、去る８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依佐美地区



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。ただ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、分家住

宅の建設ですが、これ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うえ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。 

 

３ 農用地利用計画変更申出について（別添資料） 

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。 

 

別冊として事前に送付してございます資料の１ページの、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２７年８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、農用地区域からの除外が２２件で、面積にいたしまして、 

１２，２６４㎡で、編入、用途変更はございませんでした。 

今回の除外につきまして、資料の２ページ目以降をご覧ください。 

除外の目的別に見ますと、分家住宅等の建築が１４件、駐車場敷地の整備が３件、資

材置場の整備が２件、その他が３件となっております。 

また、「その他 ３件」の内訳といたしましては、店舗が２件、工場が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、９月１６日水曜日に、神谷善郎委員と、水越精二委

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いただくことになります。 

 以上で説明を終わります。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、村瀬委員から質問があった。 



 

ちょっと１つお願いします。 

ちょっと１つお聞きしたいのですが６番の方の分家住宅５０４㎡と書いてありますが、

分家住宅というのは４９９までじゃないんですかね。それをちょっと聞きたいです。 

 

 佐伯主査より回答 

 

この番号６番につきましては登記簿上の面積が５０４㎡となっておりますが、測量、

実測した上での面積は４９９．８㎡と聞いております。建築家の方に確認いたしました

ところ実測値であれば構わないというお答えでしたので今回につきましては面積５０４

㎡,登記簿の面積ということでこの数字であげさせていただいております。 

 

議長が他に質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

４ 農業振興整備計画の見直しについて（資料３） 

 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。 

 

それでは７ページ、資料３をご覧ください。 

まず、「１ 農業振興地域整備計画」とありますが、初めにこれがどんなものかというこ

とについて簡単にご説明いたします。 

農業振興地域整備計画、農振整備計画は、優良な農地を確保し保全するとともに、地

域農業の振興を図るための市の総合的な農業振興の計画であり、農業振興地域の整備に

関する法律、農振法に基づき、次の事項を定めております。 

一つは（１）の農用地利用計画ですが、これは、農用地区域の指定等、つまり、どこ

を色地にしてどこを白地にするのかといったことを決めているもので、農振整備計画の

中で最も重要な部分となります。 

そのほか、（２）の農業生産基盤の整備及び開発計画、農用地等の保全計画、農業近代

化施設の整備計画等というものを定めておりまして、これは市の農業施策全般に関する

基本方針に当たるものということになります。 

続きまして、「２ 農振整備計画の見直し」ですが、農振整備計画は、農振法の規定に

より、おおむね５年ごとに基礎調査を実施した上で、必要に応じて見直しを行うことと

されています。 

現行の安城市の農振整備計画は、平成２３年の「食料・農業・交流基本計画」の中間

見直しに伴い、同年に見直しを行ったもので、策定からもうすぐ５年が経過しようとし

ております。 

来年度に食料・農業・交流基本計画の見直しが行われる予定であることから、農振整

備計画についても、この計画や、今同時に見直しが行われている総合計画等との整合を



図りつつ、概ね１０年先の本市の農業のあるべき姿を見据え、所要の見直しを行うこと

としたものです。 

続きまして、「３ 見直し事務のスケジュール」ですが、【平成２７年度】 につきま

しては、（１）農振法第１２条の２の規定による基礎調査ですが、集落（これは農用地利

用改善組合を指しますが）これを基礎単位とする地域農業者の意向把握調査 などを行

います。 

なお、このことに関連しまして、利用改善組合長、町内会長及び農業委員を対象とし

た詳しい説明会を、改めてですね１１月に行う予定をしております。詳細につきまして

は後日通知させていただきますので、各集落の代表の方の出席についてご配慮くださる

ようよろしくお願い致します。 

資料に戻りまして、（２）農振整備計画の素案の作成を行います。 

【平成２８年度】につきましては、県知事との協議、変更後の農振整備計画書の公告

及び縦覧その他農振法に定める法手続等を行います。 

そして最後に、これが一番重要となりますが、「４ 見直し期間中における農用地利用

計画変更申出の締切日及び取扱い」です。 

 先ほど３で述べました法手続等を円滑に進めるため、農振整備計画の見直し期間中に

おける農用地利用計画変更申出（いわゆる「農振除外申出」等ですが）これについては、

次のとおり取り扱うこととします。 

まず、（１）農用地区域への編入及び農用地区域からの除外です。例えば農用地に分家住

宅を建築するような場合には除外が必要ですが、これらの申出については通常年４回、

締切日を２月、５月、８月、１１月の各２０日として、これらの日が休日の場合はその

翌日として、受け付けていますが。資料にありますように次の２回、平成２７年１１月

２０日（金）と、平成２８年２月２２日（月）の締切分については、受付を行いますが、 

平成２８年５月２０日（金）、８月２２日（月）、１１月２１日（月）については受付を

行いません。 

つまり、住宅の建築等の理由で農振除外を急ぐ場合は、平成２８年の２月２２日まで

に申出をしていただく必要がございます。 

これを逃しますと、受付が再開されるのは平成２９年２月２０日（月）の締切分からと

いうことになりますので、約１年後の受付となります。 

次に、（２）農地からの農業用施設用地への用途変更ということで、農用地区域内に農

業用倉庫などを建築しようとする場合に必要な手続となりますが、通常、締切日を毎月

２０日としております。 

これについては、平成２７年９月から平成２８年２月までは受付をしますが、 

平成２８年３月から平成２９年１月までは受付を行いません。 

受付の再開は、除外及び編入の場合と同様に平成２９年２月からということになりま

す。 

なお、以上の取扱いについては、広報あんじょうの１０月１５日号、及び安城市ウェ

ブサイトに記事を掲載するとともに、県行政書士会に通知文書を送付することによって、

十分な周知を図ることとしています。 

なお、農振除外等を伴わない白地の農地転用につきましては、見直し期間中において



も、通常どおり毎月５日に受付を行います。 

説明は以上でございます。 

 

議長が他に質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

５ 農業委員会視察研修について（資料３） 

 

上記議題について、島田課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

 はい、それでは８ページ、資料４をご覧ください。 

 今年度の農業委員会視察研修につきましては、先月の合同部会において１０月２６日

（月）、２７日（火）の１泊２日で横浜方面というところまで決定したとお伝えいたしま

した。本日の正副部会長会におきまして宿泊場所及び２日目の視察先の違いによります

８・９ページの案１と１０・１１ページ案２についてご協議していただいた結果、、案１

の行程表のとおり初日はですね、前会長ご推薦の横浜の検疫所を視察し、横浜市内で１

泊いたしまして、２日目はですね、県の農業技術センターを視察するような行程と決定

させていただきました。 

 今回は全行程バスでの移動となっております。 

集合場所につきましては今回のですね、ＪＡあいちの中央きゅうり選果場（通称カッ

パドーム）で、集合時間午前は７時５０分でございます。 

 なお、その他ですね今回の視察経費は、すべて親睦会の積み立て金からお支払いをさ

せていただきます。 

 最後にですね、宿の予約の都合もございますので、視察研修をやむなくご欠席される

方はですね、本日の農業委員会の後か１０月２日（金）までに事務局まで欠席の連絡を

いただきますようお願いいたします。 

この件についての説明は、以上でございます。 

 

議長が他に質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

６ 農業委員活動記録の推進について（資料４） 

 

上記議題について、島田課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

それでは１２ページ、資料５をご覧ください。 

農業委員活動記録の推進について説明させていただきます。目的といたしましては中

段のあたりをご覧ください。「特に行動する農業委員会活動を実際に目に見えるように取

り組んでいることが重要であるとともに、農業委員手当を農業委員会交付金で支給する

場合や農地制度実施円滑化事業で活動に対して手当て及び旅費等を支払う場合について、

（農業委員の活動した年月日、活動内容を記載した）日誌及び活動の管理簿等の記帳が



必要である」とされているとなっているからでございます。 

 具体的な活動記録につきましては、昨年と同じ様式で本農業委員会では１４ページの

月別の活動記録簿と１５ページの活動記録帳を活用していただくことをお願い致します。 

なお、昨年の依頼の際に、１４ページの活動記録簿につきましては、昨年１０月から今

年の９月分までの１年間分としてＡ４版両面印刷したものをお渡ししておりますので、

今回も１年分としてＡ４版両面印刷したものをお渡ししております。 

記載方法につきましては、一番左の欄に、まずその月の活動日を記載いたしまして、

①は農業委員会の会議出席の有無。②から⑪までは活動形態を、⑫から ○45まではその活

動区分を、該当する欄に○をつけていただくことになります。 

例えば、１１月１５日に遊休農地の改善状況の現地確認を行った場合、活動形態は⑥

の農地パトロール・現地調査、活動区分は⑭の遊休農地となります。 

 １５ページの活動記録帳は、活動日誌として、活動内容を詳細に記載していただくこ

ととなりますので、今回も別冊にしてご用意いたしました。 

 記録の期間につきましては、県農業会議からは、１０月から３月までの半年となって

おりますが、本市農業委員会としては今年４月から来年３月までの１年分の活動記録の

件数を１６ページの集計表様式で、とりまとめていただきまして、来年３月の農業委員

会に提出していただきます。 

なお、提出につきましては本日ですね、別に配布しましたＡ３版の集計表の方でお願

いしたいと思います。 

 また、活動目標につきましては、活動記録簿で月２件以上として１年間で２４件以上

と致しますので承知おきください。 

最後にこの活動記録は、引き続き来年４月以降も記載していただきますので、ご承知お

きください。 

 この件につきましての説明は以上となります。 

 

議長が他に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、島田課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

はい、その他でございますが、まず、農地パトロールにつきましては、現在ですね、

大変お忙しい中調査をしていただいているとは存じますが、ご協力いただきましてあり

がとうございます。 

なお、意見書と地図を９月３０日（水）までに事務局に提出していただきますよう、

よろしくお願いします。 

 次に巡回農地相談の方ですけれども１０月２０日(火)午後２時～４時まで、農業者年金

巡回相談を同日の午後１時３０分～４時まで、いずれも市役所大会議室にて行います。 

巡回農地相談につきましては、愛知県が農地法のですね励行指導事業の一環として、県

民に農地法に関する諸問題についての相談の機会を提供するため、巡回農地相談所を開



設し、愛知県西三農林水産事務所農政課職員が対応を致します。 

農業委員さんの中でこの機会にお聞きになりたいような問題等がございましたら、ぜ

ひご活用いただきたいと思います。 

 また、農業者年金巡回相談につきましては、愛知県農業会議職員により農業者年金と

経営移譲年金の説明会の後、農業者年金の加入、あるいは受給の個別相談会を行います。 

  (3) 愛知県市部農業委員会長会秋季定例総会、こちらにつきましては１０月２２日

(木)に碧南市で開催されます。この日はですね、農業委員会の日になっておりますので午

後から農業委員会がありますので午前中のみの出席となりますが会長に出席をいただき、

事務局の課長が随行させていただきます。 

なお、次第の方には記載しておりませんが、本日ですね「のうねん９月号」の方が届

きましたのでお手元の方に配付させていただいております。 

また、９月８日に知立市で開催されました「農業委員会委員・職員研修会」を欠席さ

れました委員さんにですね、当日の資料こちらもですねお手元に配布させていただきま

したので、ぜひご活用いただきたいと思います。 

 (4) 次回予定でございますが、１０月２２日(木)午後１時３０分から第６会議室におい

て正副部会長会、午後２時３０分から第１０会議室において農地・農振合同部会、午後

３時から農地部会、午後３時３０分から第１０会議室で農業振興部会を予定しておりま

す。第１０会議室は書いてありますけども次回１０月のですね、農業振興部会は市の大

型バスにてデンパークの視察を行いますので、昨年購入いたしました年間パスポートを

お持ちいただきますようお願いをいたします。 

なお、今年度も農業委員様にはですね、年間パスポートを継続更新でご購入いただき

たいと思いますので、次回の農業委員会でご案内いさせていただきますのでよろしくお

願いいたします。 

当日ですね、デンパークでの視察が終わりましたら、そのまま市役所へ戻りますので

ご承知おきください。 

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１６分、議長は閉会を宣する。 


