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 ２７ 山口 実 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 

 

 

５ 山本 源彦 委員 ２２ 加藤 まさ江 委員 



会議の記録会議の記録会議の記録会議の記録    

 

 午後２時３２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 ５ 山本 源彦 委員 ２２ 加藤 まさ江 委員 

 また、欠席者は、２７ 山口 実 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２７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、農務課振興係原田係長から次のとおり説明があった。 

 

  農務課振興係の原田と申します。すみません、座って説明のほうを失礼をさせてい

ただきます。 

  それではお手元の資料の１ページから３ページにわたって説明をさせていただきま

す。平成２７年度米の生産数量目標の仮配分について、ということでございまして、

この農業委員に先立つこと９月１２日に安城市地域農業再生協議会のほうで、来年の

お米の配分ルールを決めさせていただいておりましてですね、１７日には農務連絡員

さんと改善組合長さんとを対象に配分と面積とを報告させていただきました。その結

果につきましてですね、報告をさせていただきます。 

まず１番目平成２７年度米の配分ルール（仮）についてということでございまして、

正式にはですね、１２月にですね、１１月の末ですけども国のほうが配分、来年のも

のを出しましてですね、それを県を通じて市のほうに下りてくるというのが例年１２

月の中下旬になります。だいたい１７日前後という日程が多いんですが、それを待っ

ておりますと来年の麦作に間に合わないということでございまして、安城市につきま

してはこの９月くらいに、あくまでも予測ということでございますが配分ルールの仮

というものを設けさせていただいております。まずその予測の仕方でございまして、

（１）安城市の需要量の予測でございますが、農林水産省のほうが「米穀の需給及び

価格の安定に関する基本指針」といったものを７月に公表しております。去年から今

年、それから来年に向けての需要の見通しということでございますが、まず上の表で

ございます、全国と愛知県の、去年から今年と、さらに一昨年前の需要量が出されて

おります。全国のほうですけれども、去年から今年につきましては、7,853,000 トン、

さらに一昨年前ですが 7,811,000 トンということでございまして、伸び率につきまし

ては 100.54％。これに対しまして愛知県ですと去年から今年につきましては 144,949

トン、さらに１年前になりますと 147,597 トンということでございまして、伸び率が

980021％。全国よりも愛知県ですと米の需要が伸びていないという状況でございます。

同じ農水省の基本指針のほうで、今年から来年に向けての全国の需要の見込みが出さ

れております。それがちょうど真ん中の辺の表になりますが、全国の今年から来年に



向けての見込みが 777.9 万トン、で、一昨年から今年が先ほどと同じ数字になります

が、785.3 万トンということでございまして、99.06％、約１％ほど米の需要が落ちる

だろうという予測のほうを国のほうが出しております。この需要予測に基づきまして、

じゃあ安城市の米の面積をどうしていこうかという予測をさせていただくわけですが、

全国が９９％でございますが、愛知県の米がそれほど、全国ほど伸びないという状況

でございますので、安城市の来年の需要量の予測を、矢印の下でございますが、今年

に比べまして、９８％という予測のほうを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ていく作業が、（２）生産数量目標面積

換算値の予測ということでございます。まず一つ目の四角でございますが、平成２６

年度、今年度安城市のほうに来ました米の生産数量目標でございますが、１０，１３

７トン、面積にいたしますと１，９２４ｈａ米を作付けしていいですよという面積を

いただいております。これに先ほどの予測の９８％をかけさせていただいたものが、

下の２つめの四角でございまして、１，９２４ｈａに９８％を掛けまして、１，８８

５．５ｈａ、これが来年の安城市地区の米の作付面積の目標値という形になります。 

続きまして、裏面２ページになります。（３）の配分基準値の算定ということでござ

いまして、米の面積の予測を出しましたものですから、そこから必要なものを引いて

いったりするという作業になります。 

まず一つ目ですけれども、Ａというところに①生産数量目標面積換算予測値、これ

が先ほど出した面積でございますが、そこからですね、②試験研究用、学校田用と、

③生産調整非参加者分、この面積を引くという作業をさせていただきます。②の試験

研究用、学校田用というのは、安城市地区でございますと安城農林高校さんが米を作

付けしております。それから愛知県の農業総合試験場、こちらのほうも米を作付けし

ておりますので、この面積を引きます。それからですね、安城では非常に少ないんで

すが、生産調整に非参加の方もございますので、その方の分を引くという作業になり

ます。まず一つ目の四角、試験研究用、学校田用、今年の実績でございますが、生産

数量目標で２３トン、面積換算地で５ｈａ、これが安城農林高校と農業試験場さんの

分になります。それから生産調整に参加されない方の分を、過去３年間平均を取らさ

せていただきますと、生産数量目標で１９トン、面積換算値で約４ｈａございますの

で、先ほどの学校田、試験研究用の５ｈａと４ｈａを合わせて引くというのが、矢印

の下でございます。全体の面積１８８５．５ｈａから、先ほどの５ｈａと４ｈａを合

わせたものを引きまして、１，８７６．５ｈａ、これだけが生産調整に参加いただけ

る方に配分ができる最大の量という形になります。 

で、次Ｂ基本面積というのがございますが、３，１３９．８ｈａ、この９月１日現

在の安城市の水田の面積でございます。この面積等を比較して配分を何パーセントに

するかという計算が矢印の下でございまして、配分基準値Ａ÷Ｂということで先ほど

の面積を割り返すんですが、１，８７６．５ｈａ÷３，１３９．８ｈａということで、

５９．７６％という数字が求められます。この５９．７６％、小数点以下は毎年切捨

てをさせていただいておりますので、配分基準値５９％ということで、水田面積の５

９％でお米のほうの作付けをお願いしていくというふうで決めさせていただきました。 

それに基づきまして、各集落の米の配分、作付けの目標面積でございますが、そち



らが右側３ページになります。全部申し上げられませんが、一番上の里町を例に取っ

ていただきますと、里町ですと集落全体の水田面積が１７７．４ｈａございまして、

５９％掛けました、米の作付け目標面積が１０４．６ｈａ、残りの部分に転作をやっ

ていただくということで、転作の面積が７２．８ｈａということになります。里町の

下にですね、橋目、柿碕、尾崎、宇頭茶屋というところで、志貴ということで一括り

にしてございますが、この下にも篠目、井杭山とか、新田、三別と括ってあるところ

があるわけでございますが、この括ってある地区につきましては、これだけの集落が

協力して転作をするということで、各町ごとに、集落ごとに面積が出してございます

が、最終的にはですね、志貴のところですと、小計のところ、志貴全体で基本面積が

１１６．４ｈａありまして、米を６８．５ｈａ、転作面積を４７．９ｈａいうふうで

ご計画をいただくということになります。以上がですね、安城市地域農業再生協議会

のほうと合同会議に報告をさせていただいた内容でございます。 

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 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、佐伯主査から次の通り説明があった。 

 

  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２６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い

ます。今回の申出の内訳は、農用地区域からの除外が１５件で、面積にいたしまして、 

１７，７９７㎡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１０件、駐車場敷地の整備が１件、その他が４件となっ

ています。また、「その他 ４件」の内訳といたしましては、農家住宅敷地の拡張が１

件、配送センターの建築が１件、店舗及び駐車場の建築が１件、サービス付き高齢者

住宅及び駐車場の建設が１件となっています。なお、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日火曜日に、稲垣勝弘委員

と、大参俊博委員にお願いし、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。 

  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。 

 

 



３ 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の変更について（資料２） 

 

 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。 

 

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」の変更について説明をさせていた

だきます。よろしくお願いします。 

 まず、この基本構想がどういうものかについて、説明をさせていただきますので、

資料の１をご覧ください。 

農業の経営基盤を強化するため、農業経営基盤強化促進法という法律がありますが、

この法律に基づき、都道府県が農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針を定める

ことになっています。今回、変更する基本構想とは、この県が定める基本方針に即し

て、市町村が定めることができるもので、資料の（１）から（５）までのような事項

を定めています。 

これらの農業の経営基盤を強化するための目標や指標を明らかにした基本構想を定

めることにより、市は認定農業者制度や利用権設定といった施策を施行することがで

きるようになっています。 

次に今回の変更の経緯を説明させていただきますので資料の２をご覧ください。 

去年、基本構想の策定根拠となっています農業経営基盤強化促進法が一部改正され、

平成２６年４月１日から施行されました。これに伴い、愛知県の基本方針は今年６月

に変更されています。安城市の基本構想も改正法の経過措置期間が６か月であること

から、今年９月までに変更することが必要となっています。 

次に、今回の変更の考え方について説明させていただきますので、資料の３をご覧

ください。 

今回の、基本構想の変更は、愛知県の基本方針の変更の考え方にあわせて、法律改

正に伴い必要な事項のみの変更とさせていただいています。 

その理由でございますが、県の基本方針は政令で「おおむね５年ごとにその後の１

０年間につき定めるもの」とされ、市の基本構想は、政令で県の「基本方針の期間に

つき定めるもの」とされています。愛知県の基本方針は、平成２２年１２月に公表さ

れ平成３２年度までの期間で定められており、本来の見直しの時期は平成２７年度で

ございます。愛知県では、来年度、基本方針全体の見直しを行う予定で、今回は法改

正に伴い必要な事項のみの変更を行っていますので、市の基本構想もそれにあわせた

かたちとしています。 

次に、基本構想の主な変更内容についてご説明します。資料の４と別冊の新旧対照

表とをあわせてご説明させていただきますのでご覧ください。新旧対照表につきまし

ては、一番左の列が、変更後、真ん中の列が変更前、一番右側の列に見直しの内容を

記載してございまして、下線の引いてある部分が変更した部分となっています。 

まず、（１）ですが、今回の法律改正により「新たに農業経営を営もうとする青年等

の農業経営の目標」を追加することとなりました。 

新旧対照表の２ページの左の列の下から５行目、「また、」以降になりますが、「また、

新たに農業経営を営もうとする青年等の目指すべき農業経営の目標についても、地域



の他産業従事者と概ね同等の年間総労働時間の水準を達成しつつ、農業経営開始から

５年後に農業で生計が成り立つ年間農業所得が確保できるものとして、下表のとおり

とする。」としており、次の３ページの表の下の部分で、愛知県の基本方針とあわせて、

年間所得２５０万円程度と年間労働時間２，０００時間程度を目標として定めていま

す。 

次に（２）ですが、新旧対照表の４ページの上から４行目、２のところをご覧くだ

さい。 

国の「農林水産業・地域の活力創造プラン」における「新規就農し定着する農業者

を倍増する」いう目標を踏まえ、県の基本方針において新規就農者の年間確保目標数

を県内２６０人、西三河地域で７０人とするという目標が追加されました。これを受

け、安城市の基本構想においても年間８人という目標を追加しました。この８人です

が、農務課農政係が行っている青年就農給付金の給付計画において掲げています新規

就農者の最近の市内の実績及び年度目標と同じ数字としています。 

次に（３）ですが、新旧対照表の６ページ、第３の２というところとページが飛ん

で３５ページの次に別紙Ａがございますがそちらの１から３ページをご覧ください。 

ここでは、先ほど申し上げました新たに農業経営を営もうとする青年が目標とする

年間２５０万円という所得を達成するための営農類型ごとの指標を追加させていただ

いております。ここにも書かれているとおり、近年、愛知県内において非農家出身者

による新規参入実績があるとともに、地域における受入支援や販売の体制が整ってお

り、目標とする所得を達成し、定着することができる見込みが高い営農類型として愛

知県の基本方針では１０個の類型が今回追加されました。市では、この１０類型の中

から、西三河農林水産事務所の農業改良普及課さまと相談をさせていただきまして、

安城市において該当するものや農業協同組合の部会があるものなどを考慮し、別紙Ａ

にありますような４類型をひとつのモデルとして追加させていただきました。 

次に（４）の青年等の就農促進に関する記述の追加ですが、新旧対照表２３ページ

の６をご覧ください。 

ここでは、新たに農業経営を営もうとする青年等を育成、確保するための取組等に

ついて定めています。簡単にご説明させていただきますと、（１）では新たに農業経営

を営もうとする青年等の確保に向けた取組として、受入環境の整備や中長期的な取組

について、（２）ではその青年等の定着に向けた取組として、地域全体でのサポートや

認定に向けた取組などについて示しています。 

次に（５）ですが新旧対照表の８ページをご覧ください。真ん中の列の中ほど、第

５の②の部分ですが、今回、農地保有合理化法人が廃止されたことに伴いまして、そ

の記述を削除させていただいています。同様に、次の１０ページでも中ほど③の部分

で農地保有合理化法人の記述を削除させていただいていますほか、その左の列の部分

で関係機関等の記述の部分について新たに農地中間管理機構関を追加させていただい

ております。 

以上が主な改正内容になります。それ以外の部分につきましては、細かくなります

ので新旧対照表をご覧いただき、説明は省略させていただきます。 

最後になりますが、今後の予定につきましてご説明させていただきます。この後、



農業経営基盤強化促進法の規定に基づきまして、農業委員会及びＪＡあいち中央様に

ご意見をお聴きします。その後、愛知県知事へ協議し、同意が得られましたら、法第

６条第６項の規定により９月末日までに公告をさせていただく予定です。 

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。 

 

 

４ 農業委員会視察研修について（資料３） 

 

 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。 

 

 ６ページ資料３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、全国農業新聞に掲載されている事例を

参照させていただき、正副部会長会において検討していただきました。その結果、今

年は、遊休農地対策をはじめ農業支援体制をＪＡ・市・農業委員会の３者が一体にな

って行うため平成１７年に「はだの都市農業支援センター」を設定されております神

奈川県秦野市農業委員会に視察することで満場一致いたしました。 

早速、その旨を先方の農業委員会事務局に依頼しましたところ、１０月２８日午後で

視察受け入れの内諾をしていただきました。そこで、視察研修につきましては、１０

月２８日（火）から２９日（水）の１泊２日でバスにより実施します。また、２日目

の２９日には、神奈川県平塚市にあります全農の営農技術センターを視察する予定も

とれました。 

各農業委員の皆様におかれましては、ぜひご参加の予定をお願いいたします。 

 なお、その他の情報といたしましては、今回の研修は、行政視察となりますので、

公費負担があります。ただし、宿泊代やバス使用代等で公費により賄われる金額を超

えた部分につきましては、後日、徴収させていただきます。なお、詳細の日程につき

ましては来月の農業委員会で説明いたします。 

 また、事務局として課長と担当職員の２名が随行する予定でありますし、参加され

る皆様には視察後に報告書を提出していただきますので、よろしくお願いいたします。

最後に今回の視察をご欠席される委員の方のみ１０月３日（金）までに事務局へご連

絡ください。 

この件についての説明は、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 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、早川課長補佐から次のとおり説明があった。 



 

７ページ資料４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

合や機構集積支援事業による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）日誌及び活動管理簿等の記帳が

必要である」となっているからです。 

 具体的な活動記録につきましては、本農業委員会では従来より９ページの月別の活

動記録簿と１０ページの活動記録帳を活用していただくことをお願いします。 

なお、２期目以上の農業委員様には昨年の依頼の際に、９ページの活動記録簿につ

きましては、昨年１１月から今年の１０月分までの１年間分としてＡ４版両面印刷で

お渡ししていますが、今年は、委員の改選年に伴い、新任の農業委員様もいますので、

２期目以上の方には１ヶ月分重複しますが、今年１０月から来年９月までの１年分と

して全員の方にＡ４版両面印刷したものを別にお手元に配布しました。 

記載方法については、一番左の欄に、まずその月の活動日を記載し、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○をつけてください。 

例えば、１１月１０日に遊休農地の改善状況の現地確認を行った場合、日時を記入

の上、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。 

 次に１０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、今回も別冊にして配布いたしました。 

 記録の期間につきましては、８ページをご覧いただくと県農業会議からは、１０月

から３月までの半年となっていますが、本市農業委員会としては２期目以上の方には

今年４月から来年３月までの１年分を、新任の方には１０月から３月までの半年分を

それぞれ活動記録の件数を１１ページの集計表様式で、とりまとめていただき、来年

３月の農業委員会に提出していただきます。なお、提出は別に配布しましたＡ３版の

集計表をご利用ください。 

 また、活動目標は、活動記録簿で月２件以上として半年ならば１２件、１年間なら

ば２４件以上としますのでご承知ください。 

最後にこの活動記録は、今年度だけでなく、引き続き来年４月以降も記載していた

だきますので、よろしくお願いします。 

 この件につきまして、説明は以上となります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、次のとおり質問があった。 

 

○ 小野内 博 委員 

  最後ちょっとわからなかったんですが、提出するのはこのＡ３でということ。 

 



○ 早川課長補佐 

  はい、そうです。最終的に提出するのはＡ３版の紙だけを出していただいて、あと

日誌等はお手元にそのまま持っておいていただいて結構です。 

 

○ 小野内 博 委員 

  Ａ３に活動の記録票が入っていないけど、それは出さなくていいということですか。 

 

○ 早川課長補佐 

  それは出さなくて結構です。お手元で資料として、日誌として残すものですので。 

 

○ 小野内 博 委員 

  それからね、この活動記録簿、Ａ４のやつなんだけど、ここは年間じゃないな。月

ごとということか。 

 

○ 早川課長補佐 

  月ごとです。月ごとになっていますので、両面印刷して１２か月分付いておると思

います。ですので、新しい方につきましては１０月からで、今年の１０月からカウン

トしていっていただければと思います。 

 

○ 小野内 博 委員 

  わかりました。 

 

○ 浅井 清幸 委員 

  ちょっとお願いします。活動区分の中に、簿記、青色申告、となっておりますけれ

ども、これはどういうことなんですか。安城市には今青色申告部会というのが農協に

存在しているんですけれども、今それをあいち中央農協全部で統合しようということ

で、今準備委員会、委員を設置して今検討に入っておりますけれども、この場合で言

っている簿記、青色申告というのは、そういうことを相談されたときに入れるんです

か。相談受けましたということだけでいいですか。 

 

○ 早川課長補佐 

  そうですね、これはあくまで農業委員さんの活動記録ですので、どんなことをしま

したかということのチェックということでお願いしたいと思います。 

 

６ その他 

 

  上記議題について、早川課長補佐から次のとおり説明があった。  

 

先ず、農地パトロールにつきましては、現在、調査をしていただいておりますが、

ご協力ありがとうございます。なお、意見書と地図を９月３０日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。 

続いて、農業者年金加入推進部長等研修会が１０月３日（金）に愛知県水産会館に

て開催されますので、女性農業委員の方に出席していただきます。 

 次に巡回農地相談を１０月１７日（金）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３０分までいずれも市役所本庁舎３階の大議室で行い

ます。 

巡回農地相談につきましては、愛知県が農地法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、

愛知県西三事務所農政課職員が対応します。農業委員さんの中でこの機会にお聞きに

なりたい問題等がありましたら、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。 

最後に、次回予定でございますが、通常より３０分早く会議を開始いたしますので、

よろしくお願いします。 

１０月２２日(水)午後１時から第４会議室で正副部会長会、２時から第１０会議室

で農地・農振合同部会、２時３０分から第１０会議室で農地部会を開催します。なお、

３時３０分から農振部会はデンパークで視察を行いますので、バスで送迎いたします。 

なお、２期目以上の農業委員様は、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。また、新任の農業委員様には今回は、入園券を用意させていただ

きます。なお、今年度も農業委員様には親睦会のなかから年間パスポートを継続更新

又は新規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たしま

すのでよろしくお願いいたします。 

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４２分、議長は閉会を宣する。 


