
 

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１２月２２日（火） 

 開会 午後３時 

 閉会 午後３時２９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                ２２名 

法第１２条による委員数                ７名 

 

 ７ 黒柳 幹保 委員 １９ 浅井 清幸 委員 

 ２３ 大参 俊博 委員 ３０ 山口 実 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、花井主事、宇波主事、今泉主事補 

 

 

９ 村瀬 收 委員 ２４ 神谷 德雄 委員 



会議の記録 

 

 午後３時、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 ９ 村瀬 收 委員 ２４ 神谷 德雄 委員 

 また、欠席者は、７ 黒柳 幹保 委員 １９ 浅井 清幸 委員 ２３ 大参 俊

博 委員 ３０ 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（第３０回）安城市農業賞等について（資料１） 

 

 上記議題について、農政係 長谷部主事から次のとおり説明があった。 

 

 農務課農政係の長谷部と申します。私の方から協議事項１平成２７年度第３０回安

城市農業賞等についてご説明をいたします。 

１ページをご覧ください。 

安城市農業賞は昭和６１年度にスタートし地域農業の発展に努力されている方、農

業経営が他の模範となる方、農業後継者で今後活躍が期待される方などを表彰し本市

農業の一層の振興に資するものでございます。本年度も地域づくり活動部門、営農部

門、農業青年奨励部門の３部門を選考させていただきました。選考につきましては農

用地改善組合、あいち中央農協、農業改良普及課より推薦されました方を去る１０月

２１日開催の安城市農業振興協議会幹事会で事前審査し、１１月４日開催の安城市農

業振興協議会で決定をいただきました。その結果地域づくり活動部門につきましては

東端環境保全会様に、営農部門につきましては太田基弘様に、農業青年奨励部門につ

きましては浅岡宏明様にそれぞれ決定されました。２ページ以降は各受賞者の方の業

績を記載させていただきましたので概略を説明いたします。まず、地域づくり活動部

門の東端環境保全会様でございます。東端環境保全会は、平成１９年に設立され農地・

農業用水等の資源や農村環境の保全と質的向上を目指し活動されています。主には県

道・河川堤防等の法面の草刈を行い、法面に防草シートの設置とヒメイワダレ草の植

栽を通じ雑草対策を実施されています。農業用施設の長寿化対策として用排水路・農

道の路面の補修も行われています。加えて農地・用排水路の保全管理をする中で、ホ

タルの生息が確認されたため、地域住民と観察会を実施するなど地域が一体となった

活動は農地等の多面的な機能への理解を深めるとともに地域の絆づくりに貢献されて

います。 

つづきまして、営農部門の太田 基弘様でございます。太田様は昭和６１年に就農

し、平成１１年に認定農業者になられてからはハウスの集積や経営面積の拡大を図り

現在は６５ａの面積で耕作されています。豊一豊田青果出荷の軟弱野菜栽培と河野苗



組合の夏果菜苗を主な経営体制とされ、パート従業員を年間雇用し安定した生産に取

り組まれています。安城地区露地野菜部会に加入され支部長を務められるなど部会活

動に積極的に参加されています。河野苗組合では組合長以下役職を歴任し、地域産業

として今後も長く続く組合をめざして仲間の中心となって活躍されています。 

つづきまして、農業青年奨励部門の浅岡宏明様でございます。浅岡様は平成１０年

に就農し、ポトスを中心とした観葉植物生産を営み新品種の導入に積極的に取り組ま

れています。フェイスブック等を活用した販売活動により園芸店や一般消費者にも情

報が伝わるように工夫し小鉢商品を中心にオリジナル商品を提供されています。 

ＪＡあいち中央青年部、安城市温室園芸組合、同組合の後継者組織グリーンウェー

ブにそれぞれ加入し、若手農業者の交流や情報交換による技術の習得に務められ中で

も平成２７年４月からはグリーンウェーブの代表を務め、安城の鉢花のＰＲ及び情報

発信に貢献されています。以上の方が平成２７年安城市農業賞を受賞することに決定

されました。 

受賞式につきましては、１２月２４日木曜日に農用地利用改善組合長・農務連絡員

の合同会議の席上で行う予定でございます。 

つづきまして、新規就農者の紹介をさせていただきます。３ページをご覧ください。 

本市では、毎年年末の農業賞表彰式に併せて新規就農者の激励会を開催しておりま

す。対象となる新規就農者の方は、普及課、農協、各地区改善組合などから情報提供

をいただき、内規に基づきまた、本人への確認を行ったうえで決定します。本年の激

励会の対象者は次の５名ですので、ご紹介させていただきます。 

まず、伊藤怜奈様です。藤井町にお住まいで今年の４月に新規で早川園芸に雇用就

農されました。基幹作物は鉢花です。 

つづいて杉浦弘一郎様です。和泉町にお住まいで今年の４月に新規で親元就農され

ました。基幹作物は水田作です。 

つづいて鈴木啓祐様です。古井町にお住まいで平成２２年の４月からＵターンで就

農されました。基幹作物は水田作です。 

つづいて日高大輔様です。高棚町にお住まいで昨年の５月にＵターンで親元就農さ

れました。基幹作物は水田作です。 

最後に山村拓也様です。高棚町にお住まいで昨年の７月にＵターンで親元就農され

ました。基幹作物は水田作です。 

以上の５名の方でございます。 

また新規認定農業者の方につきましても１２月２４日の合同会議の席上で紹介する

予定でございます。 

以上で協議事項１平成２７年度第３０回安城市農業賞等についての説明を終わりま

す。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

２ 認定農業者の認定について（資料２） 



 

上記議題について、島田課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

はい、よろしくお願いいたします。 

４ページ資料２をご覧ください。 

平成２７年１月１日現在の認定農業者数は１６７名でございました。 

その後、認定期間が満了しました際に、認定を更新された方が２０名、更新されな

い方が５名と認定期間の途中取消しされた方が５名、そしてお亡くなりになった方が

３名おみえになりました。 

一方、新規の認定を希望された方は１３名おみえになりましたので、平成２８年１

月１日の認定農業者数の予定は昨年度と同じく１６７名となります。 

なお、この１年間で農業経営改善計画が認定された方の一覧として、新規の方は４ペ

ージに、更新の方は次のページ５ページに記載してございます。 

また、１６７名の認定農業者の類型別の状況については、６ページのとおりとなり

ます。 

単一経営では、水稲主体が３８名と最も多く、複合経営においても大半が水稲との複

合となっております。 

また、４月１日付け認定農業者を来年１月末まで認定申請の受付を行いますので、

地域農業の担い手としてふさわしい方の掘り起こしにつきましても、併せてご協力を

お願いいたします。 

 この件については以上です。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

３ 平成２８年度農業経営基盤強化促進事業による利用権設定について（資料３） 

上記議題について、島田課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

はい、お願いいたします。 

７ページ、資料３をご覧いただきたいと思います。 

農業経営基盤強化促進法に基づきまして、利用権設定を実施いたしますが、今回の

利用権設定は、現在利用権設定をしている農地で更新するものを対象としております。 

提出書類は、ＪＡあいち中央営農企画部営農企画課に平成２８年１月１５日（金）ま

でに提出をお願いしております。 

次に４の「契約の始期及び期間」をご覧ください。 

契約の始期については、９ページ「利用権設定満了通知書」この書類の一番右の欄

に記載されております「更新する場合の契約開始年月日」こちらの方を始期といたし

します。 

７ページに戻っていただきまして、一番下をご覧ください。 

契約期間は、３年、６年又は１０年のいずれかとなります。 



続いて、８ページの５の「公告日」ですが、契約の始期又は移転の時期が平成２８

年４月１５日のものについては同日に、それ以外のものについては６月１５日となり

ます。 

次に６「借り手の要件」については、従来と同じで認定農業者としております。 

続きまして、１１ページをご覧ください。 

来年、利用権設定の期間が満了する方へのお知らせを１２月１５日付けでお送りい

たしました。９ページが農地の貸し手用のもので、１４ページが農地の借り手用のも

のになっております。 

貸し手に送付した資料としましては、ほかに１０ページの「利用権設定各筆明細」、

１１～１２ページの「農業経営基盤強化促進事業による利用権設定継続の手続につい

ての依頼文」及び１３ページのＪＡあいち中央あての利用権設定申込書がございます。 

ここで１０ページのですね「利用権設定各筆明細」をもう一度ご覧ください。 

更新が必要な利用権を設定する土地の所在等は既に印字して送付しておりますので、

農地所有者の方は「設定する利用権」の欄の所定事項と住所・氏名の記入、及び押印

が必要になります。 

１１ページをご覧ください。 

来年の１月１５日（金）までに手続が必要となりますが、書類の提出先は、市内に

お住まいの方は所轄のＪＡ支店窓口、市外の方は対象農地の所在地を管轄するＪＡ支

店窓口となります。 

貸し手の方は、支店へ書類を提出する際に、通帳と認印も必要となります。 

なお、借り手の方へは１４ページの利用権設定期間満了通知書のみを送付しておりま

す。 

続きまして、１５ページから１９ページまでの書類につきましては、一部該当する方

に送付した書類になります。 

１６ページと１７ページは利用権設定しようとする農地の相続登記が終わっていな

い場合に提出していただく書類で、１９ページにつきましては利用権設定しようとす

る農地が共有名義になっている場合に提出していただく書類になります。 

最後になりましたが、今回の利用権設定は、最初にご説明しましたように現在利用

権を設定している農地で更新するものを対象としておりまして、新規の農地について

賃借権の設定等をする場合については、原則、農地中間管理事業による権利設定とな

ります。 

農業委員の皆様におかれましても、農地流動化の推進にご理解ご協力をいただきます

ようよろしくお願いいたします。 

この件につきまし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。 

 

４ 除外申出に係る２７号計画の策定について（資料４） 

 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。 

協議事項４除外申出に係る２７号計画の策定についてご説明申し上げます。２０ペ

ージの資料４安城市の農業の振興に関する計画調書をご覧ください。この調書に記載

してありますものはこの後の協議事項５にも関連いたしますが、去る１１月２０日付

で出されました農用地利用計画変更除外申出の中のものでございます。この申出地に

つきましては現在、施工中の県営かんがい排水事業、中井筋地区及び中井筋依佐美地

区となっております。これらの事業は既存の排水路の補修やの能力の向上等を図るも

のに過ぎず、その受益地内の土地を農用地区域から除外したとしても事業そのものへ

の影響は小さいと考えられております。しかしながら法令上の規制上はその事業の完

了後、８年を経過しないうちは原則として受益地内の土地を農用地区域から除外する

ことはできないとなっております。ただし除外転用によってその土地に設けられる施

設が地域の農業の振興に寄与すると認められることを市の計画において定めれば例外

として農用地区域から除外できるようになります。今回の案件につきましては、２１

ページから２４ページまでにございますが、分家住宅及び太陽光発電施設の建設につ

ながります。これは農村集落の維持をもたらす効果及び優良農地の保全を図るための

計画的な事業であり、地域の農業の振興に寄与すると考えられます。この市の計画と

いうのは根拠法令の条文から２７号計画と呼ばれており農業委員会の意見を聞いたう

えで定めることとされておりますので本日、提案させていただいております。説明は

以上でございます。ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

５ 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、佐伯主査から次のとおり説明があった。 

 

よろしくお願いいたします。 

別冊として事前に送付してございます資料の１ページ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１１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用途変更が２件、編入が１件、農

用地区域からの除外が２６件、面積にいたしまして１９，９３９・２１㎡となってお

ります。まず用途変更でございますが、資料の７ページをご覧ください。今回の用途

変更の目的は農業用倉庫が１件、農畜産物製造施設、これは具体的にはきのこ栽培施

設となりますが、こちらが１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、こちらの現地調査につきましては１２月１５日火曜日に大参俊博委

員と成瀬早苗委員にお願いし実施いたしました。この案件にいたしましては本委員会

でご了承いたくことができましたら通知書を発行させていただきます。 

続きまして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

ますと事業計画の中止が１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、資料の３ページ目以降をご覧ください。除外の目

的別に見ますと農家住宅の敷地の拡張及び通路が１件、分家住宅等の建築が１４件、

駐車場敷地の整備が２件、資材置場の整備が１件、その他が８件となっております。

また、その他８件の内訳といたしましては、太陽光発電施設の建築が４件、店舗の建

築が１件、レジャー施設、こちらは具体的にはフットサル場となりますがこちらの建

築が１件、事務所及び資材置場の建築が１件、携帯電話基地局の建築が１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１２月１５日火曜日に大参俊博委員と成瀬早苗委員にお願いし実施しました。これ

らの案件につきまし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

の事前の協議の手続きにうつ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とおり説明があった。 

 

 (1) 本日の提出物についてですが、 

  遊休農地・違反転用農地の指導に関する報告書等の提出についてですが、１０月

の農業委員会でお話ししましたとおり、該当する農業委員様には本日の農業委員会

終了時に事務局まで提出をいただきますようよろしくお願いいたします。 

  なお、今回の指導結果を踏まえまして、次回農業委員会で報告をさせていただき

ます。ご協力どうもありがとうございました。 

  次に、次第には記載してございませんが、その他でもう一点、お願いがございま

す。 

  お手元にお配りさせていただきました「マイナンバー法施行に伴う個人番号提供

のお願い」でございます。資料の方をご覧いただきたいと思います。 

  マイナンバー法施行に伴い、農業委員の皆様に毎月お支払いしております委員報

酬につきまして、税務署へ提出する法定調書にマイナンバーを記載する必要がござ

いますので、資料の２枚目の「マイナンバー報告書」こちらの方をですね、来月の

１月の農業委員会当日にお持ちいただきますようお願い申し上げます。 

  「マイナンバー報告書」の記入例は３枚目にございますが、まず、既に安城市の

他の部署からのご依頼で既にマイナンバーの報告いただいている方は、報告書の右

上の「既に提供済み」の欄にチェックを入れていただくだけで結構です。 

  まだ、報告をいただいていない方は、「氏名・住所・生年月日・個人番号（いわゆ

るマイナンバー）」をご記入いただき、その下側に本人確認書類として、番号確認書

類と身元確認書類を貼り付けていただきたいと思います。本人確認書類については

４枚目に説明がございます。 



  マイナンバーの顔写真入りの個人番号カードを既に作られた方は、そのカードの

表と裏のコピーを付けていただければ済みますけれども、顔写真入りの個人番号カ

ードを作られていない方は、まず番号確認書類といたしましてお手元に届いており

ますマイナンバーの通知カードの写しと、身元確認書類といたしまして運転免許証

又はパスポートの写しを付けていただくことになりますので、よろしくお願いいた

します。 

  また、本日ですね、お手元に安城市の特産品をプリントいたしましたタオルをお

配りさせていただきました。 

このタオルはですね、お帰りになられてですね、そのままたんすにしまっておく

のではなくて、是非お使いいただきまして、安城市の特産品のＰＲにご協力いただ

きますようお願い申し上げます。 

  最後に (2)次回予定でございますが、 

・１月２２日(金) 午後 １時３０分 談  話  室 正副部会長会 

・   〃        午後 ２時３０分 第１０会議室 農地・農振合同部会 

・   〃        午後 ３時００分   〃    農地部会 

・    〃          午後 ３時３０分      〃       農業振興部会 

となっていますのでよろしくお願いいたします。 

 この件につきましての説明は、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。 

 

 

 午後３時２９分、議長は閉会を宣する。 

 


