
 

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 平成３０年４月２３日（月） 

 開会 午後３時６分 

 閉会 午後４時２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               ２４名 

 

近藤 正広 委員、小野内 博 推進委員 

本多 茂 推進委員、都築 新一郎 推進委員 

中田 晴久 推進委員 

 

 農業委員会長 杉浦 英彦 

  

 

野畑事務局課長、岡田係長、古居専門主査、山本主査 

石川主事、今泉主事 

 

 

１１ 長谷部 勇 委員 

１２ 江川  攻 委員 

 

 



会議の記録 

 

 午後３時６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 １０ 長谷部 勇 委員 １２ 江川 攻 委員 

 また、欠席者は ７ 近藤 正広 委員、６ 小野内 博 推進委員、１０ 本多 

茂 推進委員、２７ 都築 新一郎 推進委員、２８ 中田 晴久 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１８号議案 農地法第５条の規定による申請について １３件 

 

 上記の議題について、古居専門主査から次のとおり説明があった。 

 

  日程第１第１８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５２から６４までの１３件です。転用行為別に見ま

すと、分家住宅の建築が４件、駐車場が５件、農業用倉庫が１件、農家住宅が２件、

通路が１件です。面積につきましては、田５，９８２.０８㎡、畑１，９２１.００

㎡、合計７，９０３.０８㎡です。 

それでは、説明案件に移ります。今回の説明案件は受付番号５５です。申請日は

平成３０年４月５日、同日農業委員会受付となっております。使用貸借権の設定に

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。 

事業計画の内容は、譲受人が、譲渡人である父親の所有する田を転用し農家住宅を

建築するものです。隣接する雑種地（譲渡人所有）の一部１０１㎡を一体で利用し

て住宅敷地とする計画です。平成２９年１１月２０日に農用地利用計画の変更（除

外）の申請があり、平成３０年２月９日に内諾通知を発行しております。 

事業期間につきましては、平成３０年６月より着工し、平成３０年１２月に完成す

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は、隣接農地との境界に擁壁を設けて土砂の

流出を防ぐ計画になっています。排水計画について、生活排水は下水道に接続し、

雨水については集水マスを設けて既設水路に排水する計画となっています。 

許可後は、前述のとおり遅滞なく申請農地をその用途に供する予定です。 

また、申請者は資金計画についても支障なく、転用行為を行うために必要な資力

があると判断しています。 

 説明案件を含む１３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。 

申請面積１，０００㎡以上の案件については、受付番号５２及び５８です。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、４月１６日月曜日に浅井清

幸委員と太田千尋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２ 第１９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  

 

 上記の議題について、今泉主事から次のとおり説明があった。 

 

日程第２第１９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７から１１の５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。 

面積については、田５０，６７３㎡ 畑２，２３０㎡ 合計５２，９０３㎡ です。 

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３ 第２０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 

 

  なお、この議案は農地中間管理機構に関わる権利設定分について審議するもので

あります。 

 

 上記の議題について、今泉主事から次のとおり説明があった。 

 

  日程第３第２０号議案、農業経営基盤強化促進法第１８条の規程による農用地利

用集積計画についてご説明申し上げます。 

  平成３０年度農用地利用集積計画の集計表をご覧ください。この利用集積計画は、

農地中間管理事業による農地の貸し付けを行うために、まず農地所有者から農地中

間管理機構である公益財団法人愛知県農業振興基金に賃借権等の設定を行うために

作成するものです。対象者、設定する土地、及び設定する期間はご覧のとおりとな



っています。一番下の行を見ていただきますと合計が記載されております。 

今回、農地中間管理機構に権利を設定する農地は、合計６筆、面積が６，８５０

㎡です。 

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、市長名で計画の公告をさせていただきます。 

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２１号議案 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条の規定

による農用地利用配分計画案について 

 

  この議案には、議事参与の制限を受ける委員がおられますが、まず、議案の全体

説明を事務局にしていただき、その後議事参与の制限を受ける委員のものと受けな

いものとを分けて審議いたしますので、ご承知ください。 

 

  上記の議題について、今泉主事から次のとおり説明があった。 

 

   日程第４第２１号議案、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条の規定に

よる農用地利用配分計画案についてご説明申し上げます。平成３０年度農用地利用

配分計画案の集計表（新規）をご覧ください。 

  農用地配分計画は、農地中間管理機構が所有者から借り受けた農地を耕作者に貸

し付けるために農地中間管理機構が作成する計画です。市は、農地中間管理機構か

らの依頼を請けこの配分計画の案を作成することになっており、農地中間管理事業

の推進に関する法律第１９条の規定では、この案を作成するにあたり、必要がある

と認めるときは、農業委員会の意見を聞くものとするとされておりますのでご審議

をお願いします。 

対象者、設定する土地、及び設定する期間はご覧のとおりとなっています。 

 集計表の一番下を見ていただきますと合計が記載されております。 

今回、農地中間管理機構から耕作者へ貸し付ける農地の面積の合計は、６筆、面

積が６，８５０㎡です。先ほどの農用地利用集積計画により農地中間管理機構が所

有者から借り受けた農地の合計とまったく同じになっております。農地中間管理機

構が借り受けた農地をすべて耕作者に貸し付けるということになります。 

また、権利の移転につきましては、次のページになります。権利の移転を受ける

者、権利の移転をする者、移転の時期、移転する権利、及び移転する土地はご覧の

とおりとなっています。集計表の一番下をみていただきますと合計が記載されてお

ります。 

権利の移転をする農地の面積の合計は、３１筆、４８，３８６㎡です。 



本日、農用地利用配分計画案の内容についてご了承いただけましたら、農地中間管

理機構に提出さ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、全員異議なく了承 

 

□ 日程第５ 報告第４号 専決処分について 

 

 上記の議題について、石川主事から次のとおり説明があった。 

 

  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１２の１件です。転用行為別にみますと、駐車場の設置が１件です。面積は、

畑、２６５．００㎡となっております。 

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３１から３８までの８件です。転用行為別に見ますと、住宅の建築が３件、

分譲宅地用地が１件、公園用地が１件、分譲住宅の建築が１件、駐車場の設置が２

件です。面積は、田２，５５１．０１㎡、畑３１６．０３㎡の合計２，８６７．０

４㎡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９９から１０７までの９件です。解約事由別にみますと、収用

のためが２件、売却するためが３件、転用及び自作するためが１件、転用するため

が１件、自作するためが２件です。面積は、田９，２２２．６３㎡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１の

１件です。改良の種別としましては、田畑転換が１件です。面積は、田３６８．０

０㎡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、議長は協議・依頼事項に従い、下記の通り議案を上程 

 

１ 平成３０年度安城市農業委員会活動計画（案）について 

 

 上記議題について、岡田係長から次のとおり説明があった。 

 

  平成３０年度安城市農業委員会活動計画（案）について、１ページ、資料１をご

覧ください。 

  この「平成３０年度安城市農業委員会活動計画（案）」には、農業委員会等に 



関する法律第６条の所掌事務のうち、本市農業委員会が行う活動の詳細を記載し 

ています。各事業名の下には、平成３０年度の予算額と、カッコ内には前年度 

（平成２９年度）の予算額及び決算額を記載しております。ただし、決算額はま 

だ確定しておりませんので、事業によっては見込み額となることについてご了承 

ください。 

では、内容について順にご説明いたします。まず、前文といたしまして、皆様ご

承知のことと思いますが、平成２８年４月１日に施行された改正農業委員会法によ

り、農業委員に加え、新たに農地利用最適化推進委員が設置され、農業委員会の最

重要業務として、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「遊休農地の発生防止・解

消」、「新規参入の促進」が位置付けられました。そして、農業委員と農地利用最適

化推進委員は、互いに連携を図り、農地の有効利用を進め、農業経営の更なる発展

を図るために活動を行うことになります。 

続いて本文に入りまして、「１農地の権利移動」でございますが、毎月定例会を開

催し、農地法に基づく許可等を審査します。表は、１月の定例会でもご報告しまし

た農地法第３条、４条及び５条の実績を記載しております。 

続きまして、「２農地の保全」については、農地パトロール、広報紙等を通じて啓

発活動を行うとともに、遊休農地の意向確認や無断転用の指導を行います。予算額

８８万２千円は、農地利用状況調査の謝礼でございます。 

続きまして、２ページに移りまして「３農業振興地域の整備に関する法律および

農地法等申請に伴う現地調査」については、いわゆる農振除外及び農地転用に伴う

現地調査につきまして、毎月２名の農業委員様にご協力いただき、実施しておりま

す。予算額１６万８千円はその日当となっております。 

なお、農地法第３条申請につきましても、事務局でも現地確認いたしますが、地

域における農業の取り組みを阻害するような権利取得を排除するため、地元の農地

利用最適化推進委員様の現地調査を、意見書の作成に付随して個別にお願いするこ

ともあります。 

次に、「４農地等利用関係紛争処理」につきましては、農地等利用関係に係る紛争

防止及び当事者から和解仲介の申し出があった時は、会長が指名する３人の仲介委

員が和解の仲介を行います。 

続きまして、「５農地移動適正化あっせん」につきましては、農業委員会が農業振

興地域内の農用地の売買を希望する農家の間に立ち、あっせんを行います。売り手

には譲渡税の特別控除（８００万円）のメリットがあります。ただし、売り手は買

い手を指定することはできず、基本的には、あっせん委員会が指定する、その売買

する農地に隣接または近接農地で耕作している担い手のみ買い手となることができ

ます。 

ちなみに最近では、平成２７年度は１件あっせんの申出があり、成立しておりま

すが、昨年度の実績はございませんでした。 

続きまして「６農地流動化促進」につきましては、農業経営基盤強化促進事業に

よる利用権設定と農地中間管理事業による賃借権設定を推進することにより集落農



業の担い手への経営規模拡大と生産性の高い農業経営を確立するため、農地の堀り

起こしと優良農地の保全及び効率的な利用を目指します。 

今後は新規で農地の貸付けを希望される方がいらっしゃいましたら、農地中間管理

事業により貸付けを行うような働きかけをお願いいたします。また、農業委員及び

農地利用最適化推進委員の皆様におかれましては、農業に関する地域の話し合いに

積極的に参加をお願いいたします。 

また、現在、担い手への支援策や土地改良事業等の多くは中間管理事業を前提と

して動いていますので、一部の担い手の方からは、これまでの利用権設定から中間

管理事業への切替え要望をいただいております。したがいまして、平成３０年度は

切替えについての課題等の調査研究を行うとともに、具体的な検討を行ってまいり

ます。これに当たりましては、各地域との話し合いや意見調整などが必要となりま

すので、委員の皆様のご協力をお願いいたします。 

なお、予算が９３万３千円と前年に比べて、減額になっているのは、市の予算査

定により、臨時職員の賃金が過去の実績に基づき減額されたためでございます。 

続きまして３ページをご覧ください。「７粘土採掘場現地調査」につきましては、

これまで同様、春・秋の年２回実施し、農地利用最適化推進委員それぞれ４名ずつ

ご出席いただきます。予算５万６千円はその謝礼となっております。 

続きまして「８農地相談会」につきましては、毎年１月ごろ、愛知県西三河事務所

に協力をいただきまして、職員を派遣していただき実施しております。 

次に「９農地の賃借料情報の提供」につきましては、過去１年間における農地の

実勢賃借料を調査し、農地の賃貸借契約を締結する際の目安となるよう、平均額・

最高額・最低額を市公式ウェブサイトで公表しております。ちなみにこの表は、平

成２８年１２月から平成２９年１１月までの１年間の賃借料情報を集計し、現在、

目安として公表しているものでございます。 

続きまして、「１０経営改善支援」でございますが、認定農業者の経営改善のため

必要となる情報の収集及び提供、研修会や意見交換会を行います。また、家族経営

協定の普及推進を図ります。（１）の 表と（２）は、平成３０年１月現在の認定農

業者数及び現時点での家族経営協定締結農家数でございます。 

続いて４ページに移りまして、「１１農業者年金普及」では、年１回愛知県農業会

議の担当者を招き、説明会や相談会を行います。現在、新制度に加入している方で

受給前の方は、４１人でございます。今後も農業者年金普及活動推進にご協力をお

願いします。 

続きまして、「１２新規参入促進」については、地域において法人を含む新たに農

業経営に参入する話がございましたら、地域における受入条件の整備を図るととも

に、後見人等の役割をお願いいたします。 

続きまして、「１３農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定」については、

改正農業委員会法において農業委員会は、最重要業務として位置付けられた農地等

の利用の最適化の推進のため、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定め

るよう努力しなければならないと規定されているため、平成３０年度中を目途にこ



れを策定する方針です。 

続きまして、「１４農地等利用最適化推進施策の改善意見の提出」につきましては、

旧農業委員会法では「建議要請活動」ということで、農業委員会から市長等に対し

て農業施策に関する意見や希望を申し述べることができる制度がございました。し

かし、改正農業委員会法では、法律上これまでの建議活動はできなくなりましたが、

農地利用最適化の推進に関する施策について必要であるときは、農地利用最適化に

ついての意見の提出等を行うことができます。 

最後に、「１５その他」として、「（１）先進地視察及び研修」のみでございますが、

第２２期までの農業委員会の先進地視察研修につきましては、ご覧のとおりですが、

今後の先進地視察の実施につきましては、１年目のみの公費の負担の視察は継続し

まして、２年目・３年目は必要に応じて先進地視察又は研修会等を行ってまいりま

す。 

  あくまでもこの活動計画は、農業委員会は年間を通してこのような活動を行って

いると改めてご認識いただくためのものでございます。本日ご意見がございました

ら頂戴いたしまして、修正を加え、来月の定例会で承認を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。 

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、以下のとおり質疑応答があった。 

  

 〇石川 和明 推進委員 

  

先ほどの説明の中の６番の流動化のところですが、現在ここの安城市はここにも

報告があるように中間管理機構と合理化事業の二本立てで動いております。実は私

赤松ですが、赤松のこうした部門の担い手は４人の中で３人が世代交代して今若手

に動いております。あと１名が高齢のために今年規模を縮小されてきたとそんなタ

イミングがありまして先だってもですね改善組合等々で意見交換をさせた中で面的

集積をはかっていきたいなというそういう思いを持っております。 

ただ今のこの中間管理が本当にいいのか。合理化事業はこの地域が先進的にやっ

てきて非常にいい成果が出てきた地域だと思うんですね。ある意味こんなものもっ

てきてくれたことが迷惑な話になっているのではないか。いつまでもこの二本立て

のままでいいのか。僕も中間管理が本当にいいかどうか分かりませんので、大いに

勉強したいなと思っています。それから、方向性も出していく必要があるのではな

いかということを日々思っております。実はこの地域、担い手の人たちが非常に多

く育っておりまして、耕作放棄地もあんまりないような状況でとてもいいことだと

思うんです。今までの集落農場構想であったり、ブロックローテーションであった

り、行政等々が一緒にやってきた成果だと思います。ただその先をもう少し心配す

ると、今２０代の若い世代が意外といないと最近気付いております。そうすると、

次のステップに向けてビジョン、方向性を安城市としても出すべき。そんなことも



踏まえまして、中間管理機構をどう扱っていくか方向性を議論していただきたいと

思います。 

 

 〇岡田 係長 

 

  中間管理事業につきましては、最近の国の施策であり、移行していくのが時代の

流れと感じているとこがあります。新規のものにつきましては比較的容易に行われ

ているが、現在利用権が設定されているものを全て移行するのはかなり色々な課題

があることが分かってきました。事務的なことはＪＡと市で話し合いをしまして解

消の取り組みを進めているところですが、それ以外にも地元の営農さん担い手さん

利用改善組合に協力していただかないと解消できない問題もございますので、そう

いったことも一つずつ解消しながら進めていく方針であります。来月の研修会では

「農地の貸付け」についてお話をさせていただく予定でございますので、その中で

安城市の中間管理機構の現状など方針も含めてご説明をしたいと考えておりますの

でよろしくお願いします。 

 

 〇大見 由紀雄 委員 

 

  今、来月研修を、とおっしゃっていただいて、非常にそのことをお願いしたかっ

たのですが、安城市のかつての集落農場構想から始まった農地の面的集積、そうし

たものが全国のモデルであることは安城市は自負してもいいのではないかという風

に思っていますが、何が申し上げたいかと言うと、中間管理機構と円滑化の事業の

いいところ悪いところそうしたことが私も浦島太郎で十二分に分かっていません。

推進委員さんも農業委員さんもおそらく私のような方がお見えになるのではないか

と思いますので、次回の研修の際にはそうした違いといいますか、安城市の歴史を

踏まえて何が利点・欠点なのかを視覚的な観点を入れて説明をお願いできたらと思

いますのでよろしくお願い致します。 

 

 〇杉浦 英彦 委員長 

 

  大見委員から意見がございましたように、大見委員の求めるような研修にしてい

ただきたいと思います。 

 

 〇浅井 清幸 委員 

 

中間管理機構が言っている最大のポイントは法人化しなさいってことを言ってる

んです。安城市が行っている農地集積化は法人化になっていない。法人化にしなさ

いってことを前面に出してきて言っています。愛知県の中間管理機構の理事長と話

したが、１つの法人に求められる面積は３０ｈａだと言ってみえました。中間管理



機構が言っていることはそういうことなんです。安城市が面的な集積をしてきた実

績があるのに、そういうのをなぜ押し付けてきたかという理由は個々で検討してみ

てください。思い当たることはいっぱいあると思います。なぜ法人化を求めている

のかを念頭に考えれば、市の方の事務局の考えるメリット、デメリットを相当注意

して提案していただきたいというところをお願いしたい。 

 

再度議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承 

 

２ 平成２９年度生産調整の実施結果について 

 

 上記議題について、松井主査から次のとおり説明があった。 

 

  農務課振興係の松井と申します。平成２９年度生産調整の実施結果について説明

させて頂きます。 

５ページをご覧ください。表の見方ですが、左側の平成２９年度集落別生産調整実

施結果が水稲面積になります。右側の平成２９年度集落別転作等実施結果が転作面

積になります。水稲の本配分面積については、平成２９年度の生産数量目標から各

集落の方へ配分した面積が載っています。その右側の主食用水稲作付面積が平成２

９年度の水稲の作付実績になります。水稲の作付率は、主食用水稲作付面積÷本配

分面積の率を表記しています。１００％以内であれば生産調整が達成していること

になります。宇頭茶屋町、三別、北山崎町、大岡町、上条町については、作付率が

１００％を超えていますが、集落で生産調整を達成しております。 

また、面積の集計については、属人で面積集計しておりますが、赤松町について

は、担い手が一部土地を持ち込んだため若干水稲面積が増えました。榎前町につい

ては、転作箇所が市の工業団地買収事業のため減少し、水稲面積が若干増えました。

ただし、安城市全体で生産数量目標を達成しているかで判断するため安城市全体と

しては、９３．４％になり生産調整は達成しています。 

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、全員異議なく了承 

 

３ 食料・農業・交流推進事業補助金について 

 

上記議題について、岩永主事から次のとおり説明があった。 

 

農務課農政係の岩永と申します。よろしくお願いします。 

私から、「食料・農業・交流推進事業補助金」について説明させていただきます。本

事業は、安城市独自の農業補助事業として実施しておりますが、３年毎に事業内容

の見直しを行っております。今回は、昨年度行ってまいりました関係者協議の結果



に基づきまして、今年度から３年間運用する事業の概要についてご説明いたします。 

順番が前後して恐縮ですが、まず資料８ページをご覧ください。８ページ上部「２ 

新たに追加された事業」からご説明申しあげます。記載のとおりこの事業は、今回

の見直しで新しく追加された事業です。農用地利用改善組合等活動支援事業として

「人・農地プラン推進事業」、農業経営体強化事業として記載の３事業を新しく運用

致します。この中で「イチジク園及びナシ園の経営継承支援事業」はイチジク園又

はナシ園の使用収益権の移転が行われた際に、これに伴う施設の新設・更新費等に

対して補助するものです。補助対象経費は申請年度内のもののみですが、対象とす

る樹園地継承の時期については、図に記載のとおり３年間の幅を設けておりますの

で、いずれの事業も積極的にご活用いただくようご周知をお願いします。 

続いて資料６ページをご覧ください。６ページの１では、過去３ヶ年からの継続

事業及び見直し事業について掲載しております。「転作団地化推進事業」と「地産地

消推進事業」は変更せず継続となりますが、「水稲低コスト団地栽培事業」と「環境

に配慮した水稲直播きの推進事業」については、記載のとおり補助単価等を修正し

て運用させていただきます。 

ここでは、従来と大きく変更した点についてご説明します。「環境に配慮した水稲直

播きの推進事業」のうち、冬季の代かき時の塩化カリ散布については、昨年度まで

塩化カリの散布年度（つまり、３０年の１～３月に散布であれば、３０年度）に補

助をしておりましたが、今年度から、その後の乾田直播きまで実施の上で、「水稲低

コスト団地栽培事業」と併せて水稲の生産年度に補助するように運用を改めますの

で、よろしくお願い致します。 

続けて資料７ページをご覧ください。記載のとおり、「堆肥利用による土づくり推

進事業」は、単価を定額補助から堆肥購入費の２分の１に変更いたします。 

また、下から２つ目の「アイデア農業支援事業」は、補助対象事業に「省力化や

高品質化に繋がる事業」を加え、「革新的農業推進事業」に名称を改めて運用いたし

ます。 

最後に、資料８ページ下部をご覧ください。廃止された事業ということで、今回

の見直しにより、「担い手のエリア化推進事業」及び「緑肥利用による土づくり推進

事業」は廃止とさせていただきます。  

補助要件や申請方法等でご不明な点がありましたら、農務課農政係までお問い合わ

せいただきますようお願いいたします。 

 

  議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承 

 

４ 市民ふれあい農園開設等支援事業補助金について 

  

 上記議題について、岩永主事から次のとおり説明があった 

 

  私から市民ふれあい農園開設等支援事業について説明させていただきます。資料



９ページをご覧ください。 

まず、本事業の目的でございますが、農家等が開設する市民ふれあい農園の整備

又は拡充を財政的に支援することにより、「農」を介した市民の交流を促進するとと

もに、農業体験を通して食料と農業に関する理解を深め、本市の農業の持続可能な

発展と優良農地の保全を図る、ということで定められております。 

続いて、制度の内容でございますが、記載のとおり、まず要件としまして、開設

方法や開園継続年数、運営方法等の点で、記載のアからカの６つございます。 

（２）補助の対象ですが、こちらは市民農園の開設者の方です。 

続いて、（３）対象経費ですが、こちらは市民農園を開設するためにかかる経費で、

農園整備費、施設整備費、広報費などが対象となります。 

続いて、（４）補助金額でございますが、こちらは、補助対象経費の１／２以内で、

上限額は、１農園当たり８０万円となっております。 

なお、今年度の事業の実施期間は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１

日となっております。 

最後に、参考に現在補助を受けて開設した市民農園については、安城市内で記載

の４園ございます。本事業につきまして、市民農園を開設したいという方が周囲に

いらっしゃいましたらお手数ではございますが、ご周知、ご活用いただきますよう

お願いいたします。以上で、市民ふれあい農園開設等支援事業について説明を終わ

ります。ありがとうございました。 

 

  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。 

 

〇 浅井 清幸 委員 

   

  参考にお聞かせ願いたいのが、１番から４番までの現在、４か所で開設されてお

るんですけど、１区画いくらくらいの費用で貸されているのかそれを教えてくださ

い。 

 

〇 岩永 主事 

 

  正直に申し上げますと、はっきりとは記憶にございませんが、勉強不足で申し訳

ありませんが、だいたい１区画２万円程度くらいではないかと記憶しております。

また必要であればお調べいたします。 

 

  議長が改めて質疑を諮ったところ、全員異議なく了承 

 

  続いて報告事項について、沓名係長から次のとおり説明があった。 

 

  みなさんこんにちは。農政係長の沓名です。 



  今ですね、お手元に「第三次安城市食育推進計画」を配布させていただきました。

こちらは昨年度１年をかけて策定をいたしまして、今年度から５年間運用していく

計画としています。こちらにつきましては、本市の農業政策の柱である、食料・農

業・交流基本計画の食育に関する施策を支える重要な計画となっております。一度

ご一読いただければ幸いです。 

  以上で連絡事項を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、質問は無く了承 

 

続いて、連絡・報告事項について、岡田係長から次のとおり説明があった。 

 

ふれあい田んぼアート２０１８でございますが、お手元のチラシをご覧ください。

５月２０日（日）にふれあい田んぼアートの田植えを開催いたします。場所は例年

どおり、和泉町地内のデンパーク正面ゲートより西へ４００メートルの北梶橋の南

でございます。今回で１２回目となります。ＰＲのご協力とご参加をよろしくお願

いいたします。 

   最後に次回の予定ですが、５月２２日火曜日午後１時半から第９会議室にて運営

委員会、午後２時半から第１０会議室にて定例会、午後３時半から第１０会議室で

研修会を行います。 

連絡・報告事項は以上でございます。 

 

議長が質疑を諮ったところ、質問なく了承。 

 

午後４時２分、議長は閉会を宣する。 

 

 


