
安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 平成３０年１月２２日（月） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時３０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８条による委員数                １４名 

法第１８条による委員数               ２８名 

 

法第８条による委員数                １３名 

法第１８条による委員数               ２７名 

 

７ 近藤 正広 委員 ２５ 鈴木 修 推進委員 

 

 

 農業委員会長 杉浦 英彦 

  

 

荻須事務局長、横山事務局課長、古居専門主査、 

佐伯主査、山本主査、今泉主事補 

 

 

４ 鈴木 貴士 委員 

６ 黒柳 幹保 委員 

 

 



会議の記録 

 

 午後２時３０分、杉浦英彦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 ４ 鈴木 貴士 委員 ６ 黒柳 幹保 委員 

 また、欠席者は、７ 近藤 正広 委員 ２５ 鈴木 修 推進委員 と報告 

 

 続いて議長は議事に従い、下記の通り議案を上程 

 

□ 日程第１ 第１号議案 農地法第３条の規定による申請について ７件 

 

 上記の議題について、佐伯主査から次の通り説明があった。 

 

日程第１第１号議案、農地法第３条の規定による申請についてご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号１から４まで及び設１から設３までの計７件です。 

申請内容は、売買が４件、使用貸借による権利の設定が３件です。譲受人及び借受

人の理由は、農業経営規模の拡大を図るためが４件、農耕に精進するためが２件、排

水管埋設のためが１件です。譲渡人及び貸渡人の理由は、相手方の要望によるためが

４件、生活資金充当のためが１件、農業を後継させるためが１件、排水管埋設のため

が１件です。 

下限面積要件、耕作従事要件や周辺地域との調和要件など、書類審査や現地調査な

どで確認しておりまして、農地法第３条第２項の各号に該当しないため、許可要件の

すべてを満たすと考えております。 

申請面積につきましては、田１３，０２２．００㎡、畑９７６．００㎡、合計１３，

９９８．００㎡です。 

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 

 

□ 日程第２ 第２号議案 農地法第４条の規定による申請について ２件 

□ 日程第３ 第３号議案 農地法第５条の規定による申請について １７件 

 

 上記議題について、山本主査から次のとおり説明があった。 

 

はじめに、日程第２第２号議案、農地法第４条の規定による申請についてご説明申

し上げます。 

今回の申請は、受付番号１、２の２件です。転用行為の内容は、農家住宅が１件、

分家住宅が１件です。申請面積は、畑７２４㎡です。 

続きまして日程第３第３号議案、農地法第５条の規定による申請についてご説明申



し上げます。 

今回の申請は、受付番号１から１７までの１７件です。転用行為別に見ますと、駐

車場が３件、分家住宅が８件、店舗及び駐車場が１件、工場の建築が１件、敷地の拡

張が１件、農家住宅が１件、駐車場及び資材置場が１件、粘土採掘場及び通路が１件

です。面積につきましては、田２１，０００㎡、畑２，３３０㎡、合計２３，３３０

㎡です。 

それでは、説明案件に移ります。今回の説明案件は５条の受付番号１です。申請

日は平成３０年１月５日、同日農業委員会受付となっております。所有権の移転に

よる転用で、申請人、申請地、農地区分及び許可基準については、お配りした資料

１及び資料２のとおりです。申請者は自動車用部品の製造販売を主に行っています

が、従業員の増員に伴い従業員用駐車場は不足しており、工場敷地内の通路部分等

に多数路上駐車している状況でございます。このため、敷地内物流の障害となって

いるとともに交通事故の危険性をはらんでいます。また、今後も従業員は増員とな

る見込みもあり、駐車場利用できる土地を検討していたところ、現在の従業員駐車

場の隣接地を購入する目途が立ったため、申請に至っています。 

事業計画の内容は譲渡人の所有する畑を隣接する宅地及び従業員駐車場７，３０８．

９８㎡と一体利用しながら転用し、駐車場を設置するものです。事業期間につきまし

ては、平成３０年４月より着工し、平成３０年９月末に完成する計画となっておりま

す。 

具体的な利用計画などについては、資料３及び資料４をご覧ください。周辺農地等

に係る支障の有無についてですが、申請地の周囲はすでに駐車場として利用されてお

り、隣接する農地はございません。雨水については敷地内側溝を通じて集水後、調整

池にて排出量を調整のうえ油水分離槽を経由した後、既設排水路に放流しますので、

周辺農地の営農条件に支障をきたす恐れはないと見込まれます。 

 許可を受けた後、遅滞なくその用途に供する見込みがない場合には許可できないこ

ととなっておりますが、先ほどの事業計画から考慮して問題ないと考えております。 

その他の許可の要件についてですが、転用行為を行うために必要な資力及び信用が

あると認められない場合は許可できないこととなっておりますが、申請者は過去にお

いて違反転用等を行ったことはなく、必要な資金についても決算書にて経営状況等を

確認しており問題ないと考えております。 

 説明案件を含めて４条申請及び５条申請合わせて１９件いずれの転用計画につきま

しても、周囲農地等への悪影響を未然に防止する計画となっており、他法令上の手続

もされていることを確認しております。 

説明案件のほか、申請面積１，０００㎡以上の案件については、受付番号２、５、

１５及び１６になります。別紙地図にて場所のご確認をお願いいたします。 

  なお、今回の申請に関する現地調査につきましては、１月１６日火曜日に加藤まさ

江委員と黒柳幹保委員に行っていただき、現地にて申請書類と農地区分やその許可の

基準等について確認していただいております。 

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 

 

□ 日程第４ 第４号議案 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願について １件 

 

 上記議題について、今泉主事補から次のとおり説明があった。 

 

日程第４第４号議案、生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願についてご説明申

し上げます。 

今回の証明願は、受付番号１の１件です。買取申出の事由は、死亡により耕作が不

能となったためです。内容審査をした結果、証明をする期日において、買取申出事由

を生じた者が生産緑地法第１０条の規定に基づく農業の主たる従事者であったと認め

られます。登記簿面積につきましては、畑５１１㎡です。 

本日ご承認いただきましたら、証明書を発行する予定です。 

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 

 

□ 日程第５ 第５号議案 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について ２件 

 

 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。 

 

日程第５第５号議案、相続税の納税猶予に関する適格者証明願についてご説明申し

上げます。 

今回の申請は、受付番号１、２の２件です。内容審査及び現地調査を行った結果、

納税猶予を受けるに適格であると認められます。 

なお、今回の申請は、同一の土地でそれぞれ持分が２分の１ですので、申請面積の

合計は田９，４０１．３１㎡となります。  

本日ご承認いただきましたら、相続税の納税猶予に関する適格者証明書を発行する

予定です。 

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 

 

□ 日程第６ 第６号議案 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用

集積計画について 

 

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。 

 

  日程第６第６号議案、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集

積計画についてご説明申し上げます。 



「平成２９年度農用地利用集積計画（畑・樹園地利用促進制度分）実施総括表平成

３０年２月１５日公告分」をご覧ください。今回、新規設定を行う面積が１３，１８

２㎡、期間満了による更新の面積が２，０３５㎡、合計１５，２１７㎡となっていま

す。 

  新規設定の場合は、１年間の「お試し期間」があり、この期間が終了する次回更新

の際は、更新年数を３年、６年、１０年と選ぶことができるようになります。今回期

間満了により更新される借り手の方は、１年間のお試し期間が終了しているため、３

年を希望しております。 

  前述の申請について、農用地利用集積計画の内容が安城市の農業経営基盤の強化の

促進に関する基本構想に適合し、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たしていると考えます。本日ご承認いただきましたら、２月１５日付けで公告させ

ていただきます。 

  次ページ以降につきましては、実施総括表の明細でございます。明細表につきまし

ては、皆様にご覧いただきたいと思いますが、説明は省略させていただきますのでよ

ろしくお願いいたします。 

  以上で説明を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承 

 

□ 日程第７ 報告第１号 専決処分について 

 

 上記議題について、今泉主事補から次のとおり説明があった。 

 

日程第７報告第１号、専決処分についてご報告いたします。 

始めに、農地法第４条の届出についてご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号２３、２４及び１の３件です。転用行為別にみますと、車

庫・倉庫の建築が１件、店舗の建築が１件、駐車場の設置が１件です。面積は、畑１，

１８４．００㎡となっています 

続きまして、農地法第５条の届出についてご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号１００から１１０及び１から４までの１５件です。転用行

為別にみますと、駐車場の設置が２件、住宅の建築が８件、宅地用地が１件、分譲住

宅の建築が１件、資材置場の設置が１件、老人ホームの建築が１件、共同住宅の建築

が１件です。面積は、田９０８．７１㎡、畑３，６０６．００㎡の合計４，５１４．

７１㎡となっております。 

続きまして、農地法第１８条による合意解約についてご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号１３１から１３３及び１から８までの１１件です。解約事

由別にみますと、転用するためが３件、収用のためが４件、自作するためが１件、売

却するためが１件、他者に賃貸しするためが１件です。面積は、田１１，３５７．９

１㎡、畑３１８．００㎡の合計１１，６７５．９１㎡となっております。 

続きまして、農地法第４条の確認願についてご説明申し上げます。 



今回の申請は、受付番号１の１件です。転用の事由としましては、農業用倉庫の建

築が１件です。面積は、畑１１１．００㎡となっております。 

続きまして、現況証明願についてご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号８の１件です。申請地は、平成２年建年の倉庫が建ってお

り、現在も利用中です。面積は、畑７４．００㎡となっております。 

続きまして、取消願書についてご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号４の１件です。取消の事由としましては、譲受人が変更に

なったためが１件です。面積は、田１５６．１２㎡となっております。 

続きまして、事業計画変更についてご説明申し上げます。 

今回の申請は受付番号１０の１件です。変更の事由としましては、粘土採掘場への

通路としての一時転用の許可期限を１年１１ヶ月延長するためが１件です。面積は、

田１，６１１．００㎡となっております。 

最後に、農地改良届についてご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号１２の１件です。改良の種別は、田畑転換が１件です。 

面積は、田１６９．００㎡となっております。 

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。 

 

続いて、協議・依頼事項について、古居専門主査から次のとおり説明があった。 

 

１ 生産緑地の買取希望者の調査依頼について 

 

安城市都市計画課から、調査の依頼が２件ございました。生産緑地法に基づき買取

り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。 

まず、１ページをご覧ください。申出地の所在は安城町地内の２か所１１筆で、面

積は７３９㎡と７５７㎡です。買取希望単価は㎡単価で２０万円と伺っておりますの

で、総額は７３９㎡の方が１億４７８０万円、７５７㎡の方が１億５１４０万円でご

ざいます。 

次に、４ページをご覧ください。もう一つの申出地の所在は姫小川町地内の１か所

１筆で、面積は８２９㎡でございます。買取希望単価は坪単価で７０万円と伺ってお

りますので、㎡単価で約２０万円、総額は１億７６００万円でございます。 

なお、２、３ページは安城町の土地の位置図、５、６ページは姫小川町の土地の位

置図となっておりますので、参考にしてください。 

来月の農業委員会で買取り希望者がございましたらお聞かせ願います。 

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、全員異議なく了承。 



 

続いて、連絡・報告事項について、１は農政係岩永主事、２以降は古居専門主査から

次のとおり説明があった。 

 

１ 認定新規就農者の認定について 

 

私から「農業経営基盤強化促進法に基づく認定新規就農者の認定について」ご報告

をさせていただきます。７ページ、資料２をご覧ください。 

まず、認定新規就農者についてですが、認定新規就農者とは、新規で農業経営を始

めた又は始める予定の農業者の内、農業経営基盤強化促進法の基本要綱に定められた

青年等就農計画という経営開始から５ヵ年の事業計画を市に提出し、その計画が実現

可能なものであること、また安城市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想上

の基準に適すると認められた者のことでございます。今回、平成２９年１１月に青年

等就農計画の申請があり、１２月に開催された安城市地域担い手育成総合支援協議会

で申請内容について意見聴取をさせていただきましたところ、適当であると認められ、

平成３０年１月１日付けで認定された方が４名いらっしゃいましたので、順にご紹介

させていただきます。 

まず、池浦町にお住まいの●●●●様で、営農類型はミニトマトを含めた施設野菜

です。次に、根崎町に設立されました株式会社神谷いちごファーム様で、営農類型は

施設野菜（いちご）です。次に、木戸町にお住まいの●●●●様で、営農類型は露地

野菜です。最後に、●●●●様で、営農類型は露地野菜です。●●様につきましては、

お住まいは大山町ですが、主な就農予定地は藤井町でございます。 

以上の今回の認定者を含めて、安城市での認定新規就農者は、資料に記載のとおり

累計で８名となりました。 

以上で、認定新規就農者の認定についての報告を終わります。ありがとうございま

した。 

 

２ 平成２９年農業委員会活動報告について 

 

平成２９年農業委員会活動報告についてでございますが、毎年この時期に、前年の

農業委員会活動報告を行っております。別冊の平成２９年農業委員会報告書により農

地法申請の処理状況並びに農業委員会の活動状況などを説明させていただきます。資

料３、８ページから１２ページまでは、報告書を補足する内容となっておりますので、

報告書をご覧になる際の参考としていただければと思います。少し長くなりますので

座って説明させていただきます。 

説明については、別冊の農業委員会報告書に沿って行いますので、１ページをご覧

ください。農地法第３条の処理状況につきましてご説明申し上げます。 

この表は、１年間の農地の権利移動の申請実績を表しています。（１）の表の上段

は所有権移転、下段は賃借権等権利設定の件数と面積でございますが、合計６１件、

９３，６２５．８３㎡の申請がありました。前々年は移転面積は約８．５ｈａである



ため、面積ベースで１割弱増加していることになります。表の中央にございます届出

欄は、買受適格者証明した上で、競売落札者が農地法第３条申請をした場合に行う届

出を意味します。続きまして（２）内訳でございますが、アは譲受人の経営面積別に、

イは譲渡人の譲渡理由別に整理しています。譲渡理由としては、相手方からの要望に

よって譲渡した件数が３９件と最も多くございました。 

  次に２ページをご覧ください。農地法第４・５条の処理状況につきましてご説明申

し上げます。 

この表は、１年間の農地転用の申請実績を表したものになります。上段は地方公共

団体、下段は一般の許可・届出の件数と面積の一覧となっております。そのうち、下

段の一般案件の５条許可の件数につきましては、分家住宅が８２件と最も多く、面積

で多いものは駐車場・資材置場の転用で約１１．６ｈａとなっております。ただし、

この数字には、粘土採掘等による一時転用分、約８．２ｈａも含まれておりますので、

実際の永久転用としては約３．４ｈａとなります。また、同じく下段で４条１項８号

（農業用施設の届出）についてはなく、現況証明については８件ございました。これ

を含めた農地法４・５条の合計は、件数で３４２件、面積で２８４，６０２．４１㎡、

約２８ｈａとなり、前年の面積約２４ｈａと比較して約４ｈａの増となっております。

ただし、この４ｈａ増については、先ほどの一時転用の面積を考慮しますと、今回は

８．２ｈａでしたが、前々年の一時転用は６．４ｈａでございましたので、今回の方

が１．８ｈａの増となっています。よって、永久転用実績としては前年より約２．２

ｈａの増ということになります。 

  続いて３ページをご覧ください。町別の農地転用及び３条許可申請の処理状況とな

っております。３条申請は榎前町が最も多く８件で、続いて高棚町の７件となってお

ります。また、４条では、桜井町の９件、５条も桜井町の３２件と桜井町の件数が多

いことが分かります。 

 続きまして、４ページをご覧ください。農地法第１８条処理状況につきましてご説

明申し上げます。 

  上段の県知事許可が必要な解約はございませんでした。下段の合意解約は１３３件、

１８８，１２７．３０㎡、約１９ｈａでございました。平成２８年は約１５．５ｈａ

でしたので、面積は約２１％増加しています。 

 続きまして、５ページ、取消一覧表をご覧ください。計画の中止や変更等により許

可や届出の取り消しが４件、１，１９１．０３㎡ございました。 

 続きまして、６ページ、比較対照表をご覧ください。平成２９年は表の右側ですが、

上から３条許可件数は６１件、４条５条許可は２０９件、４条５条届出は１３３件、

１８条解約は１３３件となっております。 

  次に７ページをご覧ください。農業経営基盤強化促進事業による農用地利用集積計

画についてでございますが、利用権設定面積は３，４２５，６８５．３９㎡で、再設

定率は９８．９％、利用権移転は８７５，７３０．０３㎡でございます。なお、農地

中間管理事業による農用地中間管理権設定についてでございますが、実際に貸し付け

られた面積は、２９７，３９４．００㎡で、平成２８年度の３６８，１７１．３５㎡

と比べ減少しています。次に（２）の現在の利用権設定状況につきましては、農地利



用集積円滑化団体の農協による転貸と市外の耕作者による相対の場合がございますが、

利用権設定の合計面積は２１５，３２４ａ、約２，１５０ｈａとなってございます。 

  ８ページは、これまでの農地集積経過を平成元年から表にしたものでございます。 

 次に９ページは、地区別の農地集積の設定実績であります。安城市全体の権利設定

率は５８．７％と着実に増えています。 

  続きまして、１０ページは、相続税・贈与税の納税猶予に関する状況でございます

が、まず資料の訂正がございます。定例会資料の１０ページ、上から４行目の２０％

超とありますが、２０％までに修正願います。平成２９年の相続税の納税猶予適格者

証明は２８件、約２０．８ｈａでした。 

  続きまして、１１ページ、農地改良届につきましては、田畑転換が１２件で、面積

は３，１８５㎡でございます。諸証明願につきましては、耕作証明の４０２件を始め

として、合計５５７件となっており、前々年の５５１件と比較して、ほぼ同数でござ

いました。 

  続きまして、１２ページをご覧ください。農業委員会関係事業をご説明申し上げま

す。 

（１）農地移動適正化あっせん事業、（２）農地等利用関係紛争処理事業でござい

ますが、平成２９年中の実績はございませんでした。（３）認定農業者育成事業であ

りますが、認定農業者数については先月の定例会で報告いたしましたが、平成２９年

の認定者数は４８人でございます。内訳としては新規が４人、再認定が４４人で、認

定農業者数は１５９人となっております。 

  続きまして、１３ページをご覧ください。家族経営協定活動につきましては、年度

で実績を出してございます。平成２９年は、新規１家族の協定締結がありました。そ

して平成３０年３月に締結を予定していますが、本日の時点では調印家族実績数の合

計は６３となっております。農地パトロール結果につきましては、違反転用指導対象

農地は１０３筆、８７，８９１㎡、遊休農地指導対象農地は８０筆、６８，７４６㎡

ございましたが、指導の結果、違反転用農地１，１０７㎡、遊休農地３８，３８９㎡

が解消されました。皆様に多大なるお力添えをいただいた結果でございます。ありが

とうございました。 

  １４ページをご覧ください。結婚相談活動につきましては、見合い紹介件数が１件、

結婚成立は１件となっております。 

１５ページをご覧ください。農業者年金関係の状況につきましては、新制度の加入

状況は、現在４１人で、年金受給者は２１人となっております。一方、旧制度につい

ては、受給者は現在２２９人でございます。 

  １６ページは部会及び会議等開催状況でございます。 

  １７、１８ページの農業委員会協議事項につきましては、合同部会及び定例会での

議題を記載しております。 

 １９、２０ページの研修会等開催状況につきましては、会長をはじめ農業委員、推

進委員の皆様及び事務局が出席した会議・研修会を中心に掲載しております。 

 ２１、２２ページの調査事項につきましては、農地転用・３条申請・納税猶予の毎

月の現地調査のほか、粘土採掘場等の現地調査となっております。 



 ２３ページは視察受入状況となっており、昨年１１月８日に北海道岩見沢市の農業

委員会の皆様がデンパークを視察され、本市農業委員会の女性委員さんとの意見交換

等を行いました。 

２４ページは農業委員会の名簿となっております。 

 続きまして、２５ページからは、安城市の概要となっております。（１）オ、平成

２８年度一般会計決算額のうち、農業委員会費は１億１，２９６万円となっておりま

す。（２）農業関係のア、イ、ウにつきましては、２０１５年世界農林業センサスの

データでございます。２６ページのエ「土地区分」につきましては、市街化区域内の

農地は３５ｈａ、その内生産緑地は１５ｈａであります。一方、市街化調整区域内の

農地は３，６９６ｈａ、その内農振農用地は３，３５４ｈａとなっております。オは、

地目別の利用状況であります。 

以上、簡単ではございますが、平成２９年農業委員会活動報告についての説明は以

上でございます。 

 

３ その他 

 

まず、（１）女性農業委員・推進委員研修会が２月６日火曜日午前１０時から名古

屋市において開催され、会長職務代理者及び女性農業委員が出席されます。 

続きまして、（２）愛知県農業会議地域協議会会長会議が、２月１４日水曜日午後

３時から名古屋市において開催され、会長が出席されます。 

続きまして、（３）農地転用許可の権限移譲に係る市長との懇談会でございますが、

先月の農業委員会で皆様に同意いただきました農地転用権限移譲についての本市農業

委員会の考えを伝えるべく、２月１６日金曜日午前９時から、会長、会長職務代理者、

浅井委員、鳥居推進委員、事務局とで市長に面会し農業委員会の考えを伝えてまいる

予定でございます。 

（４）配付物でございますが、今回「のうねん１月号」を配付いたしますので、ご

活用ください。 

（５）次回の予定でございますが、２月２２日木曜日午後１時３０分から災害対策

本部室にて運営委員会、午後２時３０分から第１０会議室にて定例会を開催いたしま

す。 

最後に、来月は所得税の確定申告、市県民税の申告が始まり、市役所駐車場は大変

込み合いますので、さくら庁舎周辺の駐車場又は市役所前立体駐車場をご利用くださ

い。 

報告・連絡事項につきましては、以上でございます。 

 

議長が質疑を諮ったところ、以下の通り発言があった。 

 

〇石川 和明 推進委員 

 

事業報告にもありましたが、中間管理事業と円滑化事業の関係ですが、安城市は現



状２本立てで動いていると思います。当初は、地権者に補助金がつく部分については

中間管理事業で行こうよという流れの中で動いてきたと思います。しかし、ここにき

て担い手にも補助事業の関係の数字が中間管理事業ありきの状況になってきています。

昨年２月に農水省の担当者とお話をしたことがありましたが、その時には空白なしに

移行させることが難しいという話を聞いたことがあります。その後いろいろな話を聞

きましたが、それはなくても移行は出来るよという話も聞きました。この地域は先進

的に円滑化事業に取り組んできた中で、担い手もたくさん育ってきた中で、中間管理

事業に乗り遅れると、いろんな事業で弊害がおきてくるのではないかと感じています

ので、安城市としてどういう方向に動いていくべきか、方向付けを出す必要があるか

と思い、意見をいただきたい。 

 

 ○横山 事務局課長 

 

委員ご指摘のありました、利用集積につきましては２制度を並行して進めていると

ころでございます。ご指摘の通り、この地域での進めにくさを感じながら事務局とし

て行っているところでございまして、今後安城市としてどのような法制度に基づいて

利用集積を図ることが最も円滑なのかというところは、今の時点では明確な方向性を

打ち出せておりません。ただ、先日農林水産研究所の方が視察にお見えになられた際

に、地域としては２制度を並行して進めて行くことは難しさややりにくさはあるので、

国としても地域にあった事業の進め方をよく検討していただきたいとの要望をお伝え

したところであります。しかし当面は２制度を用いて担い手に対して利用集積を進め

て行く必要があろうかと思いますので、改善するべきところは改善しつつ、どのよう

な方向性がよいかというところは県や国とも相談をしながら模索していきたいと考え

ておりますのでよろしくご理解をお願いいたします。 

 

 ○石川 和明 推進委員 

 

  すでに担い手への補助事業が安城ではいくつか切られているんですね。切られてい

る部分はあまり悠長なことは言っていられない、早く動きを出すべきだと思いますが

いかがですか。 

 

 ○横山 事務局課長 

 

委員はどのようなものを想定していらっしゃるのでしょうか。 

 

○石川 和明 推進委員 

 

担い手に対して新規の営農計画のような事業が農水省から降りてきていまして、そ

れが中間管理事業の面積実績ありきというところで切られている状況だと思います。 

 



○横山 事務局課長 

 

 今おっしゃったとおりで、担い手への支援に限らず、農業農村整備事業、土地改良

事業等含めまして、すべての制度設計が中間管理事業を念頭に置いたものになってお

りますので、そういう点でハードルが高くなっている状況でございます。ただ、私ど

もとして制度を大きく転換させることはなかなか事務方として難しい面もございます

が、この地域が持つ課題などは県国を通して伝えていく必要があろうかと思っており

ますので、すぐには解決できないとは思いますがご理解をいただきたいと思っており

ます。ただ、中間管理事業は５年で見直しがきますので、その際どのような制度設計

の見直しがされるかという部分については、県を通して地域の要望を訴えていく必要

があろうかと思っております。 

 

○石川 和明 推進委員 

 

いずれにしても、早いうちに最善の方向がとれるようなかたちを農業委員会として

持っていく必要があるのではないかと思っています。 

 

○杉浦 議長 

 

 委員ご指摘の件は、県農業会議の中でも、特に西三河地域では現状こうであると。

結果的に利用集積がどのくらい達成されたのかが一番大事なことであって、このこと

は県農業会議から全国農業会議所へお話をしていただけるような要請をしています。

ただ、すぐに成果、具体的な形が出てくるかというとなかなかお約束はできませんが、

今後も話はあげていきたいと思っております。 

 

引き続き議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

午後３時３０分、議長は閉会を宣する。 

 

 


