
 

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２６年１０月２２日（水） 

 開会 午後２時３分 

 閉会 午後２時３７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                ２６名 

法第１２条による委員数                ７名 

 

 なし 

 

 

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 

 

 

６ 杉野 猛 委員 ２３ 黒柳 幹保 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３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 杉野 猛 委員 ２３ 黒柳 幹保 委員 

 また、欠席者は、なし 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 遊休農地・違反転用農地の指導について（資料１） 

 

 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。 

 

  よろしくお願いします。遊休農地・違反転用農地の指導についてご説明いたします。

資料１、１ページをご覧ください。 

はじめに、指導対象農地の決定について、今回、指導対象農地を決定してまいりま

すが、９月末までに提出していただきました意見書と地図に基づき、事務局職員が担

当します地区の現地調査を実施し、農業委員の皆様には個別に電話等で指導対象とす

ることを確認させていただいております。まずは調査についてご協力ありがとうござ

いました。なお、この利用状況調査につきましての謝礼は、例年どおり調査日の回数

に応じて１回７０００円として、１回の方は１回分、２回以上の方は申し訳ありせん

が２回分に限定して１０月３０日に皆様の口座に振込みさせていただきます。詳しく

はお手元の封筒で確認ください。 

次に調査の結果として、遊休農地として指導すべき農地のリストは、５ページから

９ページに記載してございます。その中で、網掛けが昨年度は発生しておらず、今年

度、発生したものです。網掛けのないものが昨年度も耕作放棄されている農地となり

ますが、昨年の９月末の調査結果でこのリストに挙がっていた農地で、その後一度は

解消されたものの、今回の調査で再度挙がっている場合も、網掛けとせずに継続扱い

として記載しています。 

９ページをご覧ください。遊休農地は７１筆７６，０３２平方メートル、そのうち

新たに遊休化した農地が３９筆３９，７５２平方メートルです。昨年度と比較し、遊

休農地の全体面積は、約１１．４パーセントの増加となっています。 

 次に、違反転用の指導対象農地は１０ページから１６ページに記載してございます。

１６ページをご覧ください。違反転用農地は９７筆、８６，４１４．７５平方メート

ルで、そのうち新たに確認された違反転用農地は８筆、５，２７１平方メートルです。 

 次に今後のスケジュールでございますが、本日指導対象農地が決定されますと、１１

月４日付けで２ページの文書を遊休農地の所有者に送付します。また、違反転用農地

の指導文書については、新たに発生した違反転用農地８筆については、農地を適正に

利用するよう、３ページの文書を送付します。従来から指導後も是正されていない農



地については、４ページの違反転用解消の通知文を送付させていただきます。 

１ページにお戻りください。遊休農地と新たな違反転用農地につきましては、改善

の期限を１１月３０日とさせていただきます。そこで、１２月初旬に現地確認をして

いただき、改善されていなければ、委員様には大変ご苦労をおかけしますが、電話あ

るいは直接所有者にお会いしていただき、解消に向けた指導のご協力をお願いします。 

なお、以前からの違反転用している農地所有者への直接指導は求めませんが、中に

は建物のあるような都市計画法の違反はなく、駐車場や資材置場の場合などで、農振

除外や農地転用の見込みのある場合もございますので、指導方法について担当職員と

打合せの上、違反転用の是正解消が可能であるなら指導のご協力をお願いします。 

続いて、遊休農地の指導については、１７ページをご覧ください。パトロールマニ

ュアルの抜粋でありますが、文書が送られた所有者から、解消したいとご相談があり

ましたら、遊休農地に至った原因や理由を聞いていただき、農地の利用の意向確認を

してください。特に水田の場合は、農地所有者が自ら耕作を行う意思がなければ、地

域の担い手への面的集積につながるよう、農地中間管理機構への貸付の指導を行って

いただくよう、積極的にＰＲをお願いします。また、市外の所有者で不在地主などの

場合で、事務局の協力が必要でありましたら、指導方法について１ページに記載され

た地区担当職員にご相談ください。 

なお、今後の確認、指導及び報告は、すべての農業委員様が行うものではなく、本

日お渡ししました５ページから１６ページのリストで該当箇所のある農業委員様とな

ります。該当される農業委員様には今回、大封筒に入れてお手元に１９ページにある

遊休農地の指導に関する報告書と地図を配布いたしましたのでご確認ください。 

なお、遊休農地の地図には、対象地を網掛けにして番号がついていますが、この番

号は、５ページから９ページの通し番号になりますので、地番等の詳細はこれで照合

してください。 

次に、遊休農地につきまして、指導が終わりましたら、この報告書と対象筆ごとの

地図を１２月の農業委員会までに事務局へご提出していただきます。この報告書の記

入見本は２０ページにございますのでご参考にしてください。 

次に、新たな違反転用農地につきましては、地図の裏側に違反転用農地指導記録と

して農業委員名及び指導日・指導内容を記載していただくようになってございます。

対象地は１０ページから１６ページの網掛けの８筆だけですので該当される委員様は、

一覧表から地番等を確認ください。そして、記録内容について記載の上、同じく１２

月の農業委員会までにご提出ください。 

なお、この指導等に関する謝礼につきましては、申し訳ありませんが回数に関係な

く一律１回分の謝礼を後日、お支払う予定ですのでよろしくお願いします。 

この件についての説明は以上でございます。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 

２ 粘土採掘場の現地調査について（資料２） 



 

 上記議題について、宇波主事から次の通り説明があった。 

 

  粘土採掘場の現地調査についてご説明いたします。２１ページ資料２をご覧くださ

い。 

粘土採掘現場における事故防止や、適切な現場管理が行われているかなどを確認す

ることを目的としまして、春と秋の年に２回、現地調査を実施しております。 

今回の調査日時は、平成２６年１１月１１日火曜日、午後１時３０分から午後５時

までの予定です。 

  調査箇所数は、１０月１６日現在での状況ですが、市内全域の２２箇所で、面積は

１１９，２７７㎡となっています。 

調査員は、会長職務代理者、農地部会・農振部会の正副部会長４名をはじめとする

総勢２０名の予定で、４班に分かれて現地を回り、調査をする予定です。 

調査事項は、危険防止対策の有無、道路・水路の保全状況、産業廃棄物の不法投棄

の有無などです。 

  現地調査終了後、市役所にて調査結果をもとに意見交換会を行います。問題があっ

た場合には、施工事業者に是正を求めていくことなります。 

  また、今回の調査結果につきましては、来月の農業委員会にてご報告させていただ

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。 

 

 

３ 農用地利用計画変更申出の取下願について（資料３） 

 

 上記議題について、佐伯主査から次の通り説明があった。 

 

それでは、２２ページの資料３ですが、農用地利用計画変更申出の取下願につきま

してご説明申し上げます。 

これは、平成２６年８月にありました農用地区域からの除外申出のうち、駐車場の

建設を目的としておりました受付番号２が、事業計画の変更に伴い、１０月１０日付

けで取り下げられましたので、ご報告申し上げるものです。 

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。 

 

 

４ 生産緑地の買取希望者の調査依頼について（資料４） 

 



 上記議題について、早川課長補佐から次の通り説明があった。 

 

 ２３ページ資料４をご覧ください。 

安城市都市計画課から、調査の依頼が１件ございました。生産緑地法に基づき買取

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。 

申出地の所在は安城町地内の１筆で、面積は１，６４７㎡です。買取希望単価は坪

単価で３０万円と伺っております。 

 なお位置図は２４ページ、整理図は５２ページをご覧ください。 

来月の農業委員会で買取り希望者の有無をお聞きいたしますのでよろしくお願いしま

す。 

この件に関しては以上です。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 

５ 平成２６年度農地中間管理事業の実施について（資料５） 

 

  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。 

 

２６ページ資料５をご覧ください。 

農地中間管理事業につきましては、先月の農業委員会の農振部会の中でも概要をご

説明いたしましたが、農地中間管理事業の推進に関する法律が今年３月１日に施行さ

れ、これまで安城市で実施してきた農地利用集積円滑化事業に代わり、今後実施して

いく新たな農地の集約化のための施策です。 

 今後は、新規の利用権設定は農地中間管理事業により申し込んでいただく事になり

ます。そこで、農業委員の皆様には、新たに農地の貸付けを希望する方からの相談へ

の対応などについて、ご協力をお願いいたします。 

申込書類の提出先は、ＪＡあいち中央の安城市内の各支店窓口で、提出書類は、（１）

農用地貸出希望申込書と（２）農用地利用集積計画（農地中間管理事業用）です。 

提出期限は、平成２６年１１月２８日（金）までにお願いします。 

期限までに申込をしていただくと、（１）契約の始期としては平成２７年３月２０日

となる予定です。（２）契約期間は、農地中間管理事業規程に基づき原則１０年として

おります。 

なお、例年行ってきました、４月と６月の円滑化事業による利用権設定は、新規分

については受付けを行う予定はございませんので、来年から新たに農地の貸付けを希

望する場合は、１１月２８日までにＪＡの各支店に中間管理事業による申込みをして

いただきますようお願いします。 

 



５その他としまして、この農地中間管理事業により新たに農地を貸し付けると、機

構集積協力金の交付対象となる可能性がございます。協力金については後ほどご説明

いたします。 

次のページをご覧ください。農用地貸出希望申込書です。貸出を希望する農用地に

関する事項や、設定時期、設定期間、借賃の振込先などを記載していただきます。２

８ページが農用地利用集積計画（農地中間管理権設定用）です。こちらも記入例に従

ってご記入いただきたいと思います。 

次に、２９ページをご覧ください。機構集積協力金についての国の資料でございま

す。 

機構集積協力金には３つの種類があります。左側の、地域に対する支援として「地

域集積協力金」、個々の出し手に対する支援には２つの種類があり、経営転換・リタイ

アする場合の支援として「経営転換協力金」、農地の集積・集約化に協力する場合の支

援として「耕作者集積協力金」です。 

このうち、一番左の地域集積協力金については、交付対象者が個々の出し手ではな

く、「地域」であること、安城市においてこの協力金が交付される可能性が低いことか

ら、今回は説明を省略させていただきます。 

右側の個々の出し手に対する支援のうち、まず左側の経営転換協力金ですが、１交

付対象者は、機構に貸し付けることにより、経営転換する農業者、リタイアする農業

者、農地の相続人となっております。 

経営転換する農業者というのは、田んぼと畑をやっていた農業者が、田んぼは全部

機構に預けて、あとは畑で野菜だけ作る、という様な場合です。 

リタイアする農業者というのは、田んぼも畑も全部預けて、自分はもう農業を辞め

る、という様な場合です。 

農地の相続人というのは、今までは親が農業をやってきたが、親が亡くなって農地

の相続を受けるが、自分ではもう農業をやらないので、機構に農地を全部預けるとい

うような場合です。 

２交付要件は、全農地を１０年以上機構に貸し付け、かつ、農地が機構から農地の

受け手に貸付けられる事となっております。 

３交付単価は貸し付けた面積に応じて１戸あたり３０万円から７０万円です。 

続いて、右側の耕作者集積協力金ですが、１交付対象者は、機構の借受農地等に隣

接する農地を、自ら耕作する農地を機構に貸し付けた所有者、所有者が農地を機構に

貸し付けた場合の当該農地の耕作者となっております。少し分かりにくい表現ですが、

つまり、機構が借受けている農地の隣の農地を新規で機構に貸し付けた場合に、これ

までその農地を耕作されていた農地の出し手に協力金が交付されるという事になりま

す。 

２交付要件ですが、経営転換協力金と同じく、交付対象農地を１０年以上貸付け、

かつ当該のうちが機構から受け手に貸付けられることとなっております。 

３交付単価ですが、１０ａ当たり２万円となっています。ただし、この単価は、今

年度、来年度中に貸し付けた場合の単価であり、平成２８年・２９年は１万円、平成

３０年には５千円となってしまいます。 



これらの協力金に共通の交付要件として、１０年以上機構に貸付けないといけない

という事になっておりますので、１０年以内に解約してしまうと、貰ったお金をその

まま返金しなければならないという事には、注意が必要となります。 

いずれにしても、個別の、交付されるかどうかのご相談につきましては、農務課農

地係までご相談していただくようご案内いただきたいと思います。 

農地流動化の推進にご理解とご協力をお願いします。 

 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、全員異議なく了承。 

 

 

６ 農業委員会視察研修について 

 

  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。それでは３０ページの資料６ですけれども、農業委員会視

察研修につきまして、ご説明申し上げます。 

まず視察概要につきましてですが、期間は平成２６年１０月２８日火曜日から１０

月２９日水曜日となっております。 

視察先は神奈川県秦野市農業委員会及び全農営農･技術センターとなっております。 

なお、視察先の秦野市農業委員会視察のための別添資料といたしまして、基礎資料

及び秦野農業委員会便りを別添でご用意させていただきました。皆様におかれまして

はこちらの資料をお持ち帰りいただき事前にお目通しいただきたいと思います。また

こちらの別添資料につきましては、視察研修時にお持ちいただきますようよろしくお

願いいたします。 

続きまして宿泊先になりますが、飯山温泉元湯旅館、こちら厚木市内になっており

ます。 

詳しい行程につきましては３１ページに掲載してございますのでご確認いただきた

いと思います。 

つづきまして集合時間と場所につきまして、時間が平成２６年１０月２８日火曜日

午前７時５０分集合でお願いします。午前８時出発となっております。集合場所はカ

ッパドーム、ＪＡあいち中央きゅうり選果場となっております。お間違えの無いよう

によろしくお願いいたします。 

つづきまして報告書につきましてですが、視察研修終了後、参加者の皆様におかれ

ましては、１１月の農業委員会時にご提出いただきたいと思いますので、ご協力をお

願いいたします。なお、研修報告書は別添といたしましてお手元に配布してございま

す。こちらのほうもお持ち帰りいただきますようお願いいたします。 

つづきまして、徴収金につきまして、宿泊費等で公費分１５，５００円ございます

が、公費分を超過した場合は後日徴収させていただきますのでよろしくお願いいたし

ます。 



その他の情報といたしまして、旅行者は農協観光、それから市の随行者といたしま

しては杉浦事務局課長、それから私佐伯の２名でございます。 

また、服装につきましては、農業委員バッジを着用していただき、視察研修をする

のにふさわしい身なり、ネクタイ、ブレザー、スーツ等でお願いいたします。 

なお、現在出席者の皆様は２３名と事務局のほうで把握しております。またご確認

等されたい方はこちらでご確認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、次のとおり質問があった。 

 

○ 水越 清二 委員 

  朝、駐車場はカッパドームにあるんでしょうか。 

 

○ 佐伯主査 

  カッパドームのほうで駐車していただいて結構です。 

 

 

７ デンパーク年間パスポートの購入について（資料７） 

 

  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。  

 

３２ページ資料７をご覧ください。 

デンパーク年間パスポートの購入申込につきましては、今月の農業委員会開催通知

に同封させていただきました。新たに農業委員になられた方及び１１月末で有効期限

が切れます継続更新の方にも是非パスポートを購入していただきたく、お願いをさせ

ていただきます。なお、個人パスポートは２，４００円で、親睦会の積み立てから引

き落とす方法をとらさせていただきますが、家族パスポートの場合は、４，８００円

ですので差額分として別途２，４００円を来月の農業委員会時に個人徴収させていた

だく方法でお願いします。また、家族パスポートは、委員本人様を含めて同居の家族

４名まで登録でき、１人１枚ずつパスポートが発行されます。 

郵送しました申込書に委員のお名前を記載した上で、個人パスポートか又は家族パ

スポートか、パスポートの種類を選んでチェックしていただきます。 

次に氏名、年齢欄ですが、ここに住所欄がないのは家族パスポートの対象も委員様

と同居であることを前提に省略しています。また、委員様以外のご家族で個人パスポ

ートを申し込む場合と記載されているのは、新任委員様の中で既に委員様自身が個人

パスポートを所有している場合を想定しています。もしそうならば委員様以外の同居

の家族の方が１名ならば、個人パスポートでも結構ですという意味です。そして、家

族パスポートならば、委員様を筆頭に同居のご家族３名までの氏名とふりがな・年齢

のご記入をお願いします。 

申込書の提出は、すでにご提出いただいた方もおられると思いますが、まだの方に

つきましては、農地部会終了後かまたは本日のデンパークへの視察研修で説明を受け



る研修会場内のどちらかで事務局職員にお渡し願います。 

事前送付しましたこの申込書が再度必要な方は事務局に申し出てください。 

さらに、パスポートには個人写真が必要ですが、本日のデンパーク視察研修の際に

デンパーク館の研修室内で写真撮影を予定しておりますので新任委員の皆様は撮影に

ご協力をお願いします。また、継続の委員様は前に撮影したものがございますので、

希望される方がありましたら撮影をお願いします。 

なお、パスポートは次回の農業委員会でお渡しする予定でありますが、（本日農振部

会を欠席される委員や）家族パスポートの申し込み分については、パスポート引換券

を次回お渡しすることとなります。 

次に３３ページをご覧ください。デンパーク目標入場者数５０万人に対して、昨年

度は、５０万人強と目標を達成できました。また、今年の９月末現在では、約２６万

人と昨年に比べてほぼ同数となっており、ここまで健闘していますので、委員の皆様

もぜひ今後ともデンパークに足を運んでいただきたいと思います。 

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。 

 

 

８ 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、１０月２３日(木)に愛知県市部農業委員会長会秋季定例総会が豊川市の勤労

福祉会館で開催されます。会長に出席していただき、事務局課長が随行させていただ

きます。 

 続いて、１１月４日（火）に愛知県農業会議創立６０周年記念大会がウィルあいち

ホールにて開催されます。今回は、安藤幹彦委員様が、１５年以上農業委員として活

躍されているということにより愛知県農業会議会長表彰を受賞されます。おめでとう

ございます。なお、農業委員会からは、他に会長と事務課長が出席します。 

続いて、１１月１３日（木）に平成２６年度女性農業委員特別研修会が愛知県水産

会館にて開催されますので、全女性農業委員さんが参加予定です。よろしくお願いし

ます。 

  続いて、本日の配布物としては、先月の合同部会で説明しました農業経営基盤の強

化の促進に関する基本方針の改訂版をお手元に配布しましたので、７月に配布しまし

た農業員の手引きの中で新旧の差し替えをお願いします。 

 最後に次回の農業委員会の予定ですが、２２日が土曜日で、２３日が日曜日で祝日

のため２４日がその振替休日のため、開催日は２５日（火）となります。 

よって、１１月２５日(火)午後１時３０分から第１５会議室で正副部会長会、午後

２時３０分から第１０会議室で農地・農振合同部会、午後３時から第１０会議室で農

地部会、午後３時３０分から第１０会議室で農業振興部会となりますので、よろしく



お願いします。 

以上で説明を終わります。 

 

 

 午後２時３７分、議長は閉会を宣する。 


