
 

安城市農業委員会議事録（農地・農振合同部会） 

日   時 

 平成２７年６月２２日（月） 

 開会 午後２時３１分 

 閉会 午後３時６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                ２５名 

法第１２条による委員数                ７名 

 

 ２５ 近藤 正広 委員 

 

 

会長 中田 晴久 

 

 

犬塚事務局長、杉浦事務局課長、島田課長補佐、 

佐伯主査、磯貝主査、花井主事、宇波主事 

 

 

１４ 柴田 孝敏 委員 ３１ 神谷 德雄 委員 



会議の記録 

 

 午後２時３１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 １４ 柴田 孝敏 委員 ３１ 神谷 德雄 委員 

 また、欠席者は、２５ 近藤 正広 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 愛知県農業共済組合（西三河支所）の事業概要について（資料１） 

 

 上記議題について、愛知県農業共済組合西三河支所堀尾所長、及び愛知県農業共済組

合西三河支所安形氏から次のとおり説明があった。 

  

  みなさんどうも、改めましてこんにちは。 

水稲、麦、大豆の農業共済事業でお世話になっております愛知県農業共済組合の西 

三河支所支所長の堀尾でございます。 

私ども農業共済組合は昨年４月に県下１組合となったわけでございますが、加入農 

家のみなさま方やそれと市役所、ＪＡそしてみなさま方農業委員会様等の関係機関の 

方々のご理解とご協力を得まして特に大きな混乱もなく１年を過ごすことが出来まし 

た。このことに関しましてはこの場をお借りしましてお礼を申し上げます。ありがと 

うございました。 

さて、昨年もお繋ぎをしましたが現行のこの農業共済制度につきましては特定の品 

目や災害の種類の補填に限定がされておりまして農業経営全体をカバーが出来ないと 

いうことがございまして国の方では現在、農業経営全体に着目しまして、すべての品 

目を対象として価格の低下等も含めた収入減少を補填いたします収入保険制度の導入 

に向けた検討を進めておるところでございます。 

実際には昨年からすでに調査を開始しておりまして早ければ２９年法制化３０年の 

実施という予定で進めております。 

当西三河の管内でもいろいろな形態の方々にご協力を得まして調査を進めさせてい 

ただいているところでございます。まあそれとこの農業共済制度につきましてもそれ 

に合わせまして平成３０年抜本的な改正を行っているというようなことが本年発表さ 

れました農業白書の中にも実はうたってございます。 

それと、本日は私どもの西三河の管内の農業共済事業の概要につきまして説明をさ 

せていただきたく今日はお邪魔いたしましたのでどうかよろしくお願い致します。 

それでは早速ですが資料の１にございます本組合の支所の概要につきまして私ども 

支所の総務班長の安形より説明をさせていただきますのでどうかよろしくお願いいた 

します。 

愛知県農業共済組合西三河支所の安形と申します。日頃は農業共済事業につきまし 



てご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。本日は私ども農業共済の事業概 

要につきましてご説明させていただきます。お手元の資料をご覧ください。 

当組合は平成２６年４月に県内、組合、事務組合及び連合会が合併し愛知県農業共 

済組合となりました。 

安城市を管轄しておりました西三河農業共済組合は西三河支所となり、現在運営２ 

年目に入ったところになります。引き続き農家のみなさまのお助けになるよう努めて 

まいります。 

実施事業としましては水稲・麦を取り扱う農作物共済、大豆を取り扱う畑作物共済、 

牛や豚を対象とする家畜共済、またぶどう・梨・柿を対象とする果樹共済、温室等を 

対象とする園芸施設共済に加え農家の所有する建物や農機具を対象とします任意共済 

以上６事業を取り扱っております。 

２枚めくっていただきまして２ページをご覧ください。 

西三河支所は旧組合時代同様、上条町経根に事務所を構えております。 

安城市をはじめとする管内市町からの派遣職員を含め現在職員３４名の体制で業務 

にあたっております。 

続きまして資料４ページ各事業及び昨年の受付被害につきましてご報告いたしま 

す。 

まず農作物共済の水稲共済につきまして西三河支所管内では１１，７０５戸、面積 

にして９０５，２７３ａを引受しております。うち安城市では引受面積の約２割を占 

めております。 

昨年の被害としましては台風による風水害、具体的には倒伏による穂の発芽や腐敗、 

ジャンボタニシによる被害等がございました。 

次のページに進みまして麦についてご報告します。こちらは管内で７５０戸、面積 

にして４４５，４４０ａの引受がございます。安城市はこのうち４分の１を占めてお 

ります。 

昨年度の主な被害としましては播種期以降の低温と降雨により生育の遅れや湿潤害 

が発生しております。 

畑作物共済、大豆につきましては管内で１５４戸、面積にしまして３０７，０７９ 

 ａの引受がございます。うち安城市が占める割合は約３割程度となっております。 

昨年度の主な被害につきましては発芽期における干害また台風による風水害と土湿 

潤害が発生しております。 

めくっていただきまして７ページ上段、家畜共済になります。引受戸数は管内で１ 

１１戸、頭数としまして１０，９６６頭を引受しております。うち安城市での引受は 

乳用・肉用牛を合わせて９２７頭、管内の引受の約１割程度になります。 

昨年度の被害としましては乳用牛の病償事故に対する支払いが共済金支払総額の半 

分近くを占めております。支払額そのものとしましては夏場の暑さが幾分穏やかだっ 

たため事故数支払総数・総額とも前年に対して減となっております。 

下段に移りまして果樹共済について、西三河支所管内では梨・ぶどう・柿を引受し 

ております。安城市では主に梨をお引受しておりまして５７戸、１，５７２ａのお引 

受がございます。 



昨年の被害としましては台風による風水害の他、カメムシによる虫害を原因とする 

減収の被害が受付されております。 

次のペー、ジめくっていただきまして園芸施設共済についてご報告いたします。引 

受総数１，５２４棟、面積にして１，４６１，２７８㎡の引受がございます。 

昨年度は主に台風、特に台風１１号による被害また施設内農作物の被害としまして 

キュウリの病害、具体的には黄化えそ、つる枯病による被害申告を受付ております。 

中段、無事戻金についてですが、こちら支払実績が長期ないお客様に関して掛け金 

の一部を返却する制度でありますが、申し訳ありません、こちらデータの方が古いも 

のになっておりました。訂正をさせていただきます。 

まず水稲共済に関しまして対象人数１０，６８１名、支払金額６，６８４，１０３ 

円、麦に関しては支払なく、果樹共済と続きまして対象人数８３名、支払金額８４９， 

１３６円が正しい数字となっております。申し訳ありません。 

建物共済についてご報告致します。建物共済は現在、１６，５６２棟の引受があり 

まして昨年度は落雷被害が多く発生しております。うち安城市としましては１０件の 

被害の受付がありまして、内訳は落雷４、泥棒による被損の損失２、その他４となっ 

ております。 

その下、最後に農機具共済について現在管内で２２６台の引受がございます。 

昨年度県内全域としまして５件、この安城市内としましてはトラクターの盗難未遂 

の被害が２件発生しております。こちら支払の対象となりまして１０９，４８５円共 

済金をお支払しております。 

以上で平成２７年度愛知県農業共済組合推進課の事業概要についての報告を終わり 

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、次のとおり質問があった。 

 

○ 日下 賢治 委員 

  お願いします。 

２点ばか教えてもらいたいんですけど、この特に稲と麦と大豆だけで結構なんです

けど、共済の加入率、今の時点でわかりましたらちょっと教えてください。 

それと、もう１点は、たまたまこいつは私が現場にいて農業共済の方が現場に来ら

れて状況を見てた一例なんですけど、要は水稲のスズメによる被害、周りの方はスズ

メに対する、対策を講じておるんですけど、たまたま何もスズメに被害があろうがそ

の対策を講じてない方のとこへ農業共済の職員の方がみえて損害評価されていかれた

んですけど、ああいう形でかたや労力をかけて共済の援助を受けない、かたや何もや

らんで共済の援助を受ける、この辺が何か矛盾しとると思うんですけど、ちょっとご

回答お願いします。 

 

○ 愛知県農業共済組合西三河支所堀尾所長 

あのちょっと細かいですね、引受率は今日持ってきてなかったものですから、はっ



きりした数字は申し上げられないんですが、水稲共済についてはもう面積的には９

０％を超えた引受率になってます。それから麦に関しましても１００％近いです。大

豆に関しましても８５％位の引受率は持ってます。特に愛知県下の中でもこの西三河

の田んぼに関しては、もっとも引受率はが高くなっております。 

西三河の管内で一番多いのは西尾・幡豆郡です。西尾、幡豆、西尾市につきまして

はほぼ１００％というような状況になってございます。 

それから、先ほどございましたスズメの関係なんですが、まあスズメですと実際問

題、なかなか水稲共済ご存知の通り３割超過というような被害で支払の対象になるも

んですから、なかなか支払いの多分、対象にはならないとは思いますが、ご申告、被

害の申告があった場合は私どもも調査をする義務がございますので、申し訳ございま

せんが調査させていただいております。 

それから先ほど周りのほ場に関してはちゃんと対策がしてある、放置してあるよう

なほ場について評価があったというようなことでございましたが、まあ、そういった

当然やるべき作業と言いますか、処置はやっていただかないと分割評価と申しまして

生産者の方に一部責任を負っていただくような処分をさせていただいております。 

 

 

○ 鳥居 益夫 委員 

  今の説明で共済にいろいろ種類があるわけですが、９番の農機具共済についてです

が、これは加入台数に対して被害件数が５件ということで、支払共済が９００万強の

多額な金額が掲載されておりますが、これは今どきと言いますか、非常に新聞報道で

騒いでおります盗難ということで解釈してもいいわけですかね。 

 

○ 愛知県農業共済組合西三河支所堀尾所長 

  実を申しますとこれ５台中４台は盗難事故です。で、共済金のこのほとんどがご承

知の通り盗難に対して支払いましたものございます。 

 

○ 鳥居 益夫 委員 

  ほいでこの盗難ということで、加入者の管理の不十分で盗難になってもこの共済金

は、それ相当額支払われるということですかね。 

その辺の審査はどういう審査をうけておるんですかね。 

 

○ 愛知県農業共済組合西三河支所堀尾所長 

  申し訳ありませんが、先程もちょっと管理の関係でご報告させてもらいましたが、

一部免責というような処置になります。農機具ですと鍵をかえる車庫に施錠した状態

でしかも農機具の鍵を外していただいて保管されておる場合は損害の分だけ補填がで

きることになるんですが、まあ実際に盗まれておるものに関しましては、ほ場に置い

てあった状態で盗まれるケースが多いもんですから、そういった場合ですと少なくて

も２割から４割は免責をさせていただいてお支払いをしておるというのが実態でござ

います。 



○ 鳥居 益夫 委員 

  農作業の都合上ですね今日全部できなかったということで明日、残りの半分やるつ

もりで田んぼに農機具を置いて明日に備えておったと、そこがたまたま盗難にあった

と、これはどういう審査をされるんですかね。 

 

○ 愛知県農業共済組合西三河支所堀尾所長 

  それに関しましてもほ場に置いてあって盗まれたという場合についても免責になり

ます。全額ではないです。一部免責という形になります。 

 

○ 鳥居 益夫 委員 

  てことは一部ってことは、そういう状況でも保険金はもらえるということですね。 

 

○ 愛知県農業共済組合西三河支所堀尾所長 

お支払いはあります。 

 

○ 鳥居 益夫 委員 

程度あるでしょうが 1割にしろ２割にしろ、１００％管理者が悪いように思えます 

 がそれでも貰えるということですね。 

 

○ 愛知県農業共済組合西三河支所堀尾所長 

  そうです。 

 

○ 鳥居 益夫 委員 

  この辺ちょっと改める必要があるじゃないですかね。今のこの新聞紙上で騒いでお

る盗難が非常に多いような中で、農地に放置しておいて、いくら明日の準備をしよう

がなんだろうがそれで保険金が支払われるってことは審査がとても甘いと解釈します

がいかがですか。 

 

○ 愛知県農業共済組合西三河支所堀尾所長 

  私どももそうしたいのはやまやまでございますが、現実的には農地から一回一回持

ち帰って車庫へ保管して全部施錠してっていうのは現実的ではないもんですから。 

で、当然、自動車の車両保険でも全額免責にはなりません。自分の車庫保管をして

おる時でないと対象にならんじゃんということになりますとそういったことはござい

ません。自動車の車両保険の方もやはりお支払いがあります。 

 

○ 鳥居 益夫 委員 

  ということは、農機具倉庫で施錠をちゃんとして万全だという加入者が管理をされ

ておったと、これは１００％補償ということになりますか。 

 

  



○ 愛知県農業共済組合西三河支所堀尾所長 

  そうです。その通りです。 

 

 質疑の後、全員異議なく了承 

 

 

２ 粘土採掘場の現地調査結果について（資料２） 

 

上記議題について、島田課長補佐から次の通り説明があった。 

 

それでは１０ページ資料２をご覧ください。粘土採掘場の現地調査の結果について

ご報告いたします。 

開催日時は平成２７年６月３日水曜日、午後１時３０分から午後３時４０分まで実

施いたしました。 

調査対象は市内全域で１４箇所、総面積は９０，７０３㎡でございます。 

調査員は、農地・農振正副部会長４名をはじめまして、関係機関や粘土組合などか

らの出席者総勢１６名で４班に分かれて現場を調査し、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調査いたしました。 

その結果ですございますが、工事の状況につきましては、施工中が１２件、未着工

が１件、完了が１件ございました。 

その結果を一覧にしたものをお手元の資料１１ページから１２ページにかけて記載

しております。 

指導内容といたしましては、一時転用許可期限切れによる早期完了指導が１件、雨

水排水対策が２件となっておりまして、こちらにつきましては７月３１日までの是正

を求めております。 

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。 

 

 

３ 生産緑地の買取希望者の調査結果について（資料３） 

 

上記議題について、島田課長補佐から次の通り説明があった。 

 

それでは資料番号３、１３ページをご覧下さい。 

こちらにつきましては５月の合同部会におきまして、生産緑地法に基づき買取の申

し出のございました１件につきまして、営農を希望される方がこの土地を取得できる

よう、買取希望者の調査をお願いさせていただきましたので買取希望の確認をいたし

ます。 

 



議長が買取希望者の有無を確認したところ、買取希望者はいなかった。 

 

 

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、島田課長補佐から次の通り説明があった。 

 

１５ページ資料４をご覧下さい。 

今回は三河安城本町地内にございます４筆１箇所で面積は１，９６１㎡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。 

  なお、資料の１６ページは位置図、１７ページは整理図となっており、いずれも網

掛け部分となりますのでご覧いただきたいと思います。 

こちらにつきましても来月の農業委員会で買取り希望者の有無をお聞かせいただき

たいと思います。 

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 農用地利用計画変更申出について（事前送付資料） 

 

 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２７年５月にございました農用地利用計画の変更申出の総括表となって

おります。 

  今回の申出の内訳は、編入が２件、農用地区域からの除外が２３件、面積にいたし

まして、１０，２０５㎡でございます。 

まず、編入についてですが、資料の２ページをご覧ください。 

編入の目的を見ますと、事業計画の変更が２件となっております。詳細につきまし

ては、調書をご確認ください。 

  続きまして、除外についてですが、資料３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１５件、駐車場敷地の整備が２件、

水道用施設の整備が１件、その他が５件となっております。 

その他５件の内訳といたしましては、店舗の建築が１件、太陽光発電施設の整備が

１件、通路が１件、農家住宅の敷地の拡張が２件となっております。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、６月１７日水曜日に、加藤裕孝委員と、杉野猛委

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。 

 

 

６ その他 

 

上記議題について、島田課長補佐から次の通り説明があった。 

 

(1) 総会、互選会についてご説明申し上げます。 

本日事前の抽選にご協力をいただきまして誠にありがとうございました。 

安城市農業委員会総会会議規則で委員の議席は会長が定めることとなっております。 

今回抽選によりまして、農業委員会全体における議席の番号を決めさせていただき 

ます。 

そうしまして次回、７月の農業委員会では、部会委員互選会並びに総会を行います。 

新たな部会の委員構成を決定し、新しい部会長及び部会長 職務代理を選んでいた

だくことになりますのでよろしくお願い致します。 

また、本日、引いていただきました抽選用紙をお手元にですねお持ちの方は、会議

終了後に集めさせていただきますのでご氏名を記載の上、机の上に置いてお帰りいた

だきたいと思います。 

(2) 次回予定でございますが、７月２２日水曜日、午後１時３０分より正副部会長

会、午後２時３０分より互選会と総会、午後３時より農地・農振合同部会、午後３時

３０分より農地部会、午後４時より農業振興部会、そして午後５時３０分より新富の

方で懇親会を予定しておりますのでよろしくお願いします。 

その他についての説明は、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。 

 

 

 午後３時０６分、議長は閉会を宣する。 


