
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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２９年６月２２日（木） 

 開会 午後３時００分 

 閉会 午後３時５５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                ６名 

 

法第７条による委員数                ２５名 

法第１２条による委員数                ６名 

 

１８ 神谷 德雄  委員 

 

 

会長 中田 晴久 

 

 

荻須事務局長、横山事務局課長、島田課長補佐、 

古居専門主査、佐伯主査、山本主査、今泉主事補 

 

 

３ 黒柳 幹保 委員 １９ 神谷 善郎 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、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 黒柳 幹保 委員 １９ 神谷 善郎 委員 

 また、欠席者は、１８ 神谷 德雄 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 農業委員会の適正な事務実施通知に基づく「平成２８年度活動点検・評価及び平

成２９年度目標・活動計画」について 

 

 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。 

 

１ページ、資料１をご覧ください。これは、国からの通知「農業委員会の適正な事

務実施について」を受けて、各農業委員会で統一した形式の「目標と活動計画」を決

めて取組むものでございます。今回は、昨年度の活動の点検・評価と今年度の活動計

画の案を事務局で作成しましたので、この合同部会でお諮りさせていただくものでご

ざいます。 

まず、平成２８年度の点検・評価（案）については、１ページから８ページにわた

って記載してございます。まず１ページは、本市の農業の概要と本農業委員会の体制

が記載してございます。２ページの「担い手への農地の利用集積・集約化」の「Ⅰ 現

状及び課題」で平成２７年度末の実績を記載しておりまして、その下に「Ⅱ 平成２

８年度の目標及び実績」が記載してございます。目標に対する達成率は１００．９％

でございます。よって目標及び活動に対する評価は妥当としております。 

次に３ページに移りまして、「Ⅲ 新たに農業経営を営もうとする者の参入促進」

でございますが、実は昨年度この「点検・評価」、「活動計画」の様式及び内容の変

更がございまして、平成２７年度までのこの項目は、「認定農業者等担い手の育成及

び確保」というものでございましたので、３ページの「現状及び課題」や「目標」の

数値は本来「新規参入者数」でなければならないところ、これまでの「認定農業者数」

として昨年度記載してしまいましたので、「２６年度新規参入者数１２経営体」、「２

７年度新規参入者数１３経営体」、「参入目標２３経営体」と大きな数字となってお

りますが、逆に「参入実績３経営体」は本来の新規参入者数となっています。要する

に目標設定の際に認定農業者数、実績は新規参入者数としてしまったため、達成状況

は０．１％と低い率となっております。したがって、目標に対する評価は「過大な目

標」としましたが、活動に対する評価は妥当としました。 

次に４ページに移りまして「Ⅳ 遊休農地に関する措置に関する評価」でございま

すが、本市は県の基準で言う遊休農地はございませんので、解消目標も達成状況も設



定しておりません。ただし、農地パトロールによりまして、草ばえ農地を把握いたし

まして、ある程度解消できましたので、目標は適正とし、活動に対する評価は草ばえ

農地所有者に指導できたといたしました。 

続きまして５ページの「Ⅴ 違反転用への適正な対応」は、前年度と比べまして残

念ながら０．３ha ほど増加してしまいましたが、農業委員の皆様に農地パトロールを

行っていただき、違反転用地の所有者に文書指導を行いましたので、違反転用減少に

は至りませんでしたが、活動に対する評価は妥当とさせていただきました。 

続いて６ページ、農地法第３条の許可事務や農地転用に関する事務実績、７ページ

に移りまして、農地所有適格法人の報告、農地の賃借料等などの情報提供の実績を記

載してございます。８ページの中段、「Ⅷ 事務の実施状況の公表等」では、農業委

員会の議事録やこの活動点検・評価の公表はホームページで行っておりますので、そ

のような記載となっております。 

続きまして、９ページからは今年度の活動計画でございます。 

１０ページ上段の「担い手への農地の利用集積・集約化」の目標につきましては、

過去の実績から全体の集積率を１．５％増加と設定しております。次に「Ⅲ 新たに

農業経営を営もうとする者の参入促進」は、把握できる限りの親元就農を除く「新規

就農者」、「認定新規就農者」、「新規認定農業者」等の新規参入目標設定に当たり

まして、過去３年間の実績を確認したところ、新規参入は年間３～４経営体で、新規

取得農地面積は１経営体当たり０．１ha 以下でございました。ただし、今回の新規参

入目標といたしましては、「３経営体」、目標面積は１経営体当たり０．１ha として

「０．３ha」といたしました。 

続いて１１ページ上段の「遊休農地に関する措置」は、今年度も「遊休農地の解消

面積目標」は設定いたしておりません。その下の「Ⅴ 違反転用への適正な対応」は、

解消目標は元々ございませんので、活動計画といたしまして「農地パトロールを実施

し、違反転用の早期発見・是正指導を行う」としております。 

説明は以上でございますが、本日ご承認いただけましたら、今月中に市公式ウェブ

サイト上で公開いたしまして、７月中に県へ報告することとなります。 

この件についての説明は、以上です。 

 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

２ 第２３期安城市農業委員会委員について 

 

 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。 

 

 それではお手元の資料１２ページ、資料２をご覧ください。これまでも何度か次期

農業委員会委員の募集結果や候補者についての情報をお伝えさせていただきましたが、

昨日の６月２１日市議会の最終日におきまして、農業委員会委員候補者１４人の同意



が得られましたのでご報告申し上げるものでございます。こちらの資料にございます

１４人が次期農業委員になられた方々で、７月２０日に市長から任命されることとな

りまして、任期は平成３２年７月１９日までの３年間でございます。 

 ちなみにこの一覧表の委員の並びは５０音順となっておりまして、左端の番号に丸

が付いている方は現在の農業委員の方で次期も引続き農業委員となられる方でござい

ます。 

 この件については、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 農業委員会新制度移行に伴う関係規則等改正（案）について 

 

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。 

 

昨年４月に農業委員会法が改正されまして本市農業委員会もいよいよ新制度への移

行が近づいてまいりましたが、新制度への移行に伴い本市農業委員会に関係する規則、

規定、要項、要領などの改正または廃止が必要となりました。今回、多くの規則等で

改正及び廃止が必要になりましたので改正及び廃止案を事前に送付させていただきま

した。事前に送付させていただきましたこちらの資料をご覧いただきたいと思います。

ここで申し訳ございません、資料の訂正がございます。左肩に３番の大きなゴム印が

押してある安城市農業委員会規定の見開きの右側のページの真ん中より少し上、第６

条の農地利用最適化推進委員と書いてあるところをご覧いただきたいと思います。は

じめから５枚めくっていただいたあたりになるかと思います。こちらの第６条の２項

で推進委員は委員会が定める区域内の農地との利用の最適化の推進を行うための活動

を行うものとし、その活動を行うにあたっては農地中間管理機構との連携に務めなけ

ればならないと下線が引いた部分がございますが、これを推進委員は委員会が定める

区域内の農地との利用の最適化の推進のための活動を行うものとする。でそれ以降は

削除という形でお願いしたいと思います。申し訳ございませんでした。それともう１

点、後ろから３枚ほどめくっていただきまして左肩に９と書いてある安城市農地移動

適正化あっせん委員会運営要領をご覧いただきたいと思います。これの２条あっせん

委員会の構成員等の２条第１項のところでございますが、現在あっせん委員会は農業

委員会の会長及び会長職務代理者をもって構成するとなっておりますが、こちらをで

すね、あっせん委員会は農業委員会の会長まではそのままで、農業委員会の会長その

あと及び農業委員又は農地利用最適化推進委員であって会長が指名する者２名をもっ

て構成する。もう１度申し上げます。及び以下が農業委員又は農地利用最適化推進委

員であって会長が指名する者２名をもって構成するという風に申し訳ありませんが訂

正をお願いしたいと思います。あとでこの訂正箇所配布させていただきますので先に

進めさせていただきます。今回、資料の方事前に送付させていただきましてご覧いた



だいておりますのでお分かりだとは思いますが、細かい文言や表現の修正もございま

すが、主な改正点につきましては、農地利用最適化推進委員の新たな設置及び部会廃

止に伴う追加、変更、削除、廃止でございます。また、今回１から１０までの１０種

類ございますがこのうちの「６ 農地台帳の公表等に関する要綱」及び「１０ 安城

市農地移動適正化あっせん基準」の改正につきましては、「農業生産法人」が「農地

所有適格法人」に名称変更されたことによるものでございます。 

本日、これらの改正（案）及び廃止（案）をご承認いただけましたら、農地利用最

適化推進委員の新たな設置及び部会廃止に伴うものは７月２０日から、今申し上げた

６番 

と１０番「農地所有適格法人」への名称変更に伴うものは本日付けで施行すること

となります。 

この件については、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 安城市粘土採掘及び砂利採取等行為に関する指導要綱等改正（案）について 

 

上記議題について、古居専門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、安城市粘土採掘関連の要項、要領について

の資料をご覧下さい。重ねて申し訳ございません。１点修正をさせていただきます。

事前に送付してあるＡ４両面の資料をご覧ください。１番と２番、３番と４番で両面

となっておりますが、１番と２番が同じ要項の名前が載っております。正しくは項目

２番、安城市粘土採掘等行為に係る一時転用許可申請の自粛勧告の実施に関する要綱

と読み替えていただきたいと思います。申し訳ございません。 

さて、その項目２及び項目１、安城市粘土採掘及び砂利採取等行為に関する指導要

項の改正案について説明申し上げます。昨年、西三粘土組合の方から採掘場の許可期

間の延長要望を受けまして、今年２月に開催した農業振興部会で皆様からさまざまな

ご意見を頂戴いたしました。それを盛り込んだ上で要項の改正案を練り直しいたしま

した。その主な改正案を箇条書きにして簡潔にまとめたものをお配りしてございます。

この両案につきましては、５月に開催されました正副部会長会に諮って了承をいただ

いております。 

続きまして項目３、安城市採掘行為審査会開催要領の改正案について説明します。

来月から農業委員会の新体制移行に伴いまして農地部会及び農業振興部会が廃止され

ますので、その構成員について修正を加えるものになります。これらの案件につきま

して本委員会でご了承いただけましたら新しい農業委員会体制が始動する７月２０日

より施行していきたいと考えております。 

私からの説明は以上になります。 



 

 

 議長が質疑を諮ったところ、以下のとおり質疑応答があった。 

 

○ 浅井 清幸 委員 

この改正案の指導基準の項目３番の中に雑草対策というのが載っているんですけれ

ど、粘土採掘場だけとは限らないのですが、除草剤のトラブルが和泉地区では毎年出

ています。この間も相談がありましたのは、ある大手企業の、要するに相手方は管理

会社だったんです。一昨年にもお願いしたんですけれど、そういう事業所に除草剤に

ついての基本的な資料の送付だとかをお願いしたい。実際、農薬を散布している機材

を聞くと、除草剤用の器具を使っていない。普通に散布する場合のノズルを使ってい

る場合が非常に多いです。ですから、この案を事前に読ませていただいた時に、これ

をできるだけ注意することという形になってますが、いつどういう農薬をどういう器

具で使ったかの日報の保存くらいはお願いしてもいいんじゃないかという気がするん

です。粘土業者にもそのようにお願いしてますから、一般企業の方にも、造園をやっ

てみえる、管理される職業の方にも、このような形でやってもらえないですかという

要望を農業委員会として出せないかご一考願えんかという提案ですけど。とりあえず

は作業日報の保存をお願いする、粘土採掘してみえる業者の方に、以上です。 

 

○ 古居 専門主査 

除草剤につきまして、今回は粘土採掘業者に対しての指導に関しては、このような

盛り込み方をさせていただいております。そして今おっしゃられた企業の方に対して

ですが、こちらは環境部局が清掃だよりで毎年１回広報に掲載して周知をしていると

聞いております。その関係でこの注意喚起をしていることもありまして粘土採掘要綱

に改めては考えておりません。以上です。 

 

○ 浅井 清幸 委員 

たぶんそういうお答えが返ってくるだろうと想定していました。農業者サイドから

の１つの案として、これから僕が発言しようと思ったのは、もう簡易訴訟起こした方

が早いんじゃないか、簡単に今できますから。実際、農作物が被害を受けたとしても

１０万も２０万もかかるわけじゃない。２、３万か５、６万ですむでしょう。だった

ら簡単な簡易裁判で１日で決裁がおりちゃいますから、そういうことで一般の方に周

知をする、企業サイドにも周知する。簡易訴訟を起こすには色々事前に調査しないと

いけないこともありますけれども、これから農業者に僕は農業委員として相談があっ

て指導する時には、簡易訴訟を起こしなさいというような提案をとりたいと思います。

ですから、それに対してまた事務局サイドにもご相談に伺うことがあるかと思います

けれどもよろしくお願いしますということを付け加えます。以上です。 

 

○ 古居 専門主査 



はい、わかりました。環境部局と協議してまた対応にあたりたいと思います。 

 

再度議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

５ 粘土採掘場の現地調査結果について 

 

 上記議題について、古居専門主査から次のとおり説明があった。 

 

１３ページ、資料３、粘土採掘場の現地調査の結果についてをご覧ください。現地

調査の結果については以下の通りです。 

開催日時は平成２９年６月１３日火曜日、午後１時３０分から午後４時まで実施い

たしました。調査対象は市内全域で１４箇所、総面積は８４，１４３㎡です。調査員

は、農地・農振正副部会長４名をはじめ、関係機関や粘土組合などからの出席者総勢

１７名で４班に分かれて現場を調査いたしました。危険防止対策等の有無、道水路の

保全状況、産業廃棄物の不法投棄等の有無などを詳しく調査いたしました。 

その結果ですが、工事の状況につきましては、未着手が１件、施工中が１２件、完

了が１件でございました。指導内容としましては、一時転用許可期限切れによる早期

完了指導が１件、危険防止柵に関する指導が５件となっております。 

これらの内容は、各施工業者に対し、６月２０日付け文書にて指導をいたしまして、

８月１４日までの是正を求めています。以上で報告を終わります。 

 

 

 議長が質疑を諮ったところ、以下のとおり質疑応答があった。 

 

○ 榊原 喜榮子 委員 

指導内容のところですけども、毎回、危険防止柵とかについて指導の件数があがっ

てくるわけですが、先ほどのご説明の中で６月２０日に文章で指導をする、そして８

月の何日かまでに是正するという回答でしたけども、何か毎回年２回の粘土採掘場の

この件にあたりまして、毎回あがってくるような気がするんですけども、果たして２

ヶ月弱の間に粘土業者さんがフェンスとかの破れたのをしっかり直してくれるのかな

っていうことがちょっと不審に思えてきたところがあるんですけども、そこらへんは

いかがでしょうか。 

 

○ 古居 専門主査 

期間を設けて是正させることによって写真も付けさせるのですが、そこにしっかり

その辺のフェンスであれば破れの補正やら防止フェンスやらを現場写真を撮って報告

させておりますので、その辺は確認しております。 

 

○ 榊原 喜榮子 委員 



そうしますと、また違うところが破れるのかなとか言う感じもするんですけども、

春と秋でしたかね年２回ありますよね。その時に同じ業者さんのところではないのか

もしれないですけども、写真証拠というのは確かに証拠写真にはなるんですけども、

それも撮り方によっては何とでもなるのかな。それよりも１番大事なことは危険、も

し何か起きてからでは遅いということを感じて意見をあげさせてもらいました。 

 

再度議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

６ 除外申出に係る２７号計画の策定について 

 

 上記議題について、古居専門主査から次のとおり説明があった。 

 

協議事項６ 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。１５

ページの資料４、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７にも関連いたしますが、去る５月２２

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、中井筋依佐美地区と、

平成２３年度に事業完了しました国営新矢作川用水農業水利事業となっております。 

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

えております。しかしながら法令上の規制としてその事業の完了後、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。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、駐車場、分家住宅の建設ですが、これは農村集落の維

持をもたらす効果及び優良農地の保全を図るための計画的な土地利用でございまして、

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まして、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。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。 

 

７ 農用地利用計画変更申出について 

 

 上記議題について、古居専門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ある資料の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。こちら平成２９年の 6 月の農業委員会の資料になります。 

 これは平成２９年５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い

ます。今回の申出の内訳は、農用地区域からの除外が２４件、面積にいたしまして、 

２８，４３８㎡です。 

除外についてですが、資料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１２件、駐車場用地の整備が５件、資材置場の整備が１件、

その他が６件となっています。「その他 ６件」の内訳といたしましては、工場及び

駐車場の築造が２件、資材置場及び駐車場の整備が２件、太陽光発電施設の建築が１

件、店舗及び駐車場の築造が１件になります。詳細につきましては、調書をご確認い

ただきますようにお願いします。なお、現地調査につきましては、６月１５日木曜日、

黒柳幹保委員と山本源彦委員にお願いし、実施いたしました。 

 これらの案件については、本委員会でご了承いただくことができましたら、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。 

 この件についての説明は以上になります。 

 

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

８ 農業委員会親睦会会計仮報告について 

 

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。 

 

２５ページ、資料５をご覧下さい。平成２８年７月２０日から平成２９年７月１９

日までの農業委員会委員親睦会会計の仮報告をさせていただきます。 

まず、本来ならば７月の総会時に報告すべきところでございますが、今回は農業委

員会の改選年のため、やむを得ず１か月残す今月で一度仮に報告させていただくこと

にいたしました。したがいまして「仮報告」となっておりますのは、本日の懇親会の

会費が予定額で入っているなど不確定要素があるためでございます。 

まず、収入の部につきましては、前期からの繰越金は７，０６６，４２３円でござ

います。報酬からの積み立ては５，７６０，０００円。親睦会等会費は３０６，３８

２円。あと１月の農業振興部会で北部調理場を視察した際に試食しました給食費の事

務局職員分が、１，１７５円、親睦会等ご芳志１５，０００円、あとは利息年２回で

８１５円でございます。以上、収入合計は、１３，１４９，７９５円となります。 

支出の部につきましては、親睦会費が本日分を仮に見積もってございますが、それ

を含めまして４回分で１，４５０，８２９円。視察研修費が２，７６６，３２１円。

先ほどの農業振興部会での給食の試食の農業委員様分が８，２２５円でございます。

その他慶弔見舞金等が２０，０００円。公務災害共済掛金が６４，０００円。デンパ

ークパスポート購入費が７６，８００円。視察研修等欠席者還付金が３，１０５，２



００円でございます。以上、支出合計は、７，４９１，３７５円となります。 

 したがいまして、差引額が、５，６５８，４２０円となりまして、委員様 1 人あた

りの還付金額の見込みは、２５ページ一番下に記載された額のとおり１７６，８２５

円の見込みでございます。この還付金額は、最終的に任期の終了する翌日の７月２０

日に確定いたします。還付については７月末までに行う予定でございます。 

 この件についての説明は、以上です。 

 

 

 議長が質疑を諮ったところ、以下のとおり鳥居益夫委員より提案があった。 

 

○ 鳥居 益夫 委員 

只今、親睦会の会計報告について還付金の額が示されました。それによって、還付

金の一部を義援金として寄附することを提案したいと思います。２０１１年３月に東

日本大震災が発生し、また２０１６年昨年４月に熊本地震が発生しましたが、ともす

ると皆さんの意識からやや風化されつつあるように思います。いずれの被災地も完全

復興にはほど遠い状況であり、被災者の方は農家の方を含め大変ご苦労されていると

聞いております。今回の親睦会の積立金の１人あたり先ほど報告されました。私たち

２２期の農業委員会としてこの際、還付金の一部を前期の第２１期の農業委員会に倣

って還付金の一部を寄付することにしてはどうかと考えます。具体的には１人あたり

１０００円とし、最終的に来月発表されます金額の端数を含めまして市の関係機関を

通じて義援金として寄附することを提案いたしますがいかがでしょうか。 

 

議長が提案への質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

９ 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。 

 

「（１）農業委員会新制度移行に伴う引継等について」でございますが、２６ページ、

資料６をご覧ください。今期で退任される農業委員の皆様へのお願いでございます。 

まず、農業委員の身分証であります農業委員証及び市役所駐車場常備駐車券の返却

のお願いでございます。返却につきましては、現在の任期終了となります来月７月２

０日以降で、今回につきましては７月２１日金曜日以降で７月末日までに事務局へ返

却をお願いいたします。ただ、市役所の駐車場の常備駐車券もう今は必要ないものと

なっておりますのでお持ちではない方は返却の必要はございません。なお、農業委員

証につきましては、次期も引き続き委員となられる方につきましても返却していただ

きますのでお願いいたします。農業委員証を返却していただくときに事務局でお預か

りしている認印をお返しいたします。あとその他にも農業委員バッジと農地パトロー

ルマグネットシートこれらにつきましては、返却の必要はございません。 



最後に現在の選挙委員様で農地法に関する意見書の記入等につきまして、それぞれ

の地区での慣例や慣習等がございましたら、新しい体制では農地利用最適化推進委員

さんが意見書を記入することとなりますので新しい推進委員さんへの引継ぎをお願い

したいと思います。また、個人的な情報提供、特に違反転用情報等の情報がありまし

たら、それも併せて引継ぎをお願いしたいと思います。 

 次に次第にはございませんが、現在、農業委員の皆様には「全国農業新聞」を購読

していただいておりますが、今期で退任される農業委員の皆様に退任後も引続きの購

読をお勧めするものでございます。ただし、これは強制ではございませんので、今期

で退任される農業委員の皆様のお手元に本日お配りいたしております購読継続お願い

文書で継続購読の意思を確認させていただきます欄をもうけておりますので、本日お

帰りまでに記入の上事務局までご提出お願いいたします。 

もう１点、こちらも次第にはございませんが、今度は次期農業委員会でも引続き農

業委員となる委員の方々への連絡でございます。先日、日程調整させていただきまし

た新体制移行に向けた事前打合せ会の開催日が７月１３日木曜日午後４時からに決定

しましたので、本日お手元に通知をお配りさせていただきましたので、お忙しいとこ

ろ恐縮ですが、ご出席をいただきますようお願い申し上げます。それとあともう１点

ですね、先ほど役員会の方で質問が出た件なんですが、今期で退任される農業委員様、

毎年年度末に活動報告ということで３月に農業委員会でご提出していただいている表

があるかと思いますけれども、７月１９日で退任される委員様はその７月１９日まで

の活動報告の記録を恐れ入りますがまた事務局までご提出いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

「（２）農業委員永年勤続表彰について」でございますが、２７ページ、２８ページ

資料７をご覧ください。この表彰は、愛知県農業会議の感謝状贈呈の内規に基づくも

のでございますが、永年にわたり、市町村農業委員会の業務に携わり功績の著しいと

認められる者が退職する際、農業会議会長から感謝状を贈呈してその労をねぎらうも

のでございます。この対象となりますのは、農業委員については、通算して９年以上

勤務した後、退職した者となってございます。 

資料最後の２８ページをご覧いただきます、現時点での永年勤続表彰対象者を挙げ

てございます。ただし、次期においても農業委員又は農地利用最適化推進委員を継続

される方は留保されますので、記載しておりません。なお、今回で表彰に該当する委

員様は、こちらの８名の委員様には正式なご案内を確定後に改めて、通知いたします

が、７月２０日午後開催予定の市農業委員会の総会に先立ちまして表彰式を予定して

おりますので、ご出席を賜りますようお願い申し上げます。 

「（３）今月の配付物」といたしまして、平成２９年度の「安城市職員名簿」をお配

りさせていただきましたのでご活用いただきたいと思います。 

最後に「（４）次回予定」でございますが、ご覧のとおり７月２４日（月）の開催を

予定しておりますがこちらに記載のとおり現時点ではすべて（仮称）となっておりま

すが、現農業委員会の正副部会長会に代わるものとしいたしまして、会長、会長職務

代理そして農地利用最適化推進委員の５地区の代表者、計７名と事務局とで「運営委



員会」と言う形で新体制においても継続して行っていく予定でございます。その後は

現在の農地・農振合同部会に代わります「農業委員・推進委員合同委員会」、現在の農

地部会に代わる 

ものとしまして「農業委員会」こういったものを行いました後、来月は第２３期の

初回となりますので全体写真を撮影いたしまして、その後、顔合わせ会の懇親会を予

定しております。なお、先ほども申し上げましたがこの委員会等の名称はあくまでも

現時点での仮称でございますので、変更となる場合がございますのでよろしくお願い

いたします。その他につい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５５分、議長は閉会を宣する。 

 


