
 

安城市農業委員会議事録（農地・農振合同部会） 

日   時 

 平成２８年９月２３日（金） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時２０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                ６名 

 

法第７条による委員数                ２４名 

法第１２条による委員数                ５名 

 

 １８ 神谷 德雄  委員 ２６ 近藤 正広 委員  

 ３０ 中嶋 恵美子 委員 

 

会長 中田 晴久 

 

 

荻須事務局長、横山事務局課長、島田課長補佐、 

古居専門主査、佐伯主査、花井主事、宇波主事 

 

 

６ 沓名 正夫 委員 ２１ 榊原 喜榮子 委員 



会議の記録 

 

 午後２時３０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 沓名 正夫 委員 ２１ 榊原 喜榮子 委員 

 また、欠席者は、１８ 神谷 德雄 委員 ２６ 近藤 正広 委員 

 ３０ 中嶋 恵美子 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 認定新規就農者の認定について 

 

上記議題について、農務課農政係岩永主事補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。私から認定新規就農者の認定についてご報告をさ

せていただきますので次第の１ページをご覧ください。 

まず、認定者の報告の前に認定新規就農者について簡単に説明をさせていただきま

す。認定新規就農者とは新規で農業経営を始めた、または始める予定の農業者のうち

農業経営基盤強化促進法の基本要綱に定められた青年等就農計画という経営開始から

５ヵ年の事業計画を市に対して提出し、その計画が実現可能なものであること、また、

安城市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想上の基準に適すると認められた

ものでございます。今回、平成２８年８月に青年等就農計画の申請があり同月中に開

催された安城市地域担い手育成総合支援協議会で内容について意見をいただいたとこ

ろ、異議なしということで適当であると認められまして、平成２８年９月１日付で認

定された方が１名いらっしゃいましたので農業経営基盤強化促進法の基本要綱の規定

に基づきまして報告をさせていただきます。 

今回、報告させていただきますのは、●●町にお住まいの●●●●様です。営農類

型は路地イチジクで今後５ヵ年の計画の中でハウスイチジクに取り組まれるご予定で

ございます。また、今回の認定で安城市での認定新規就農者は一昨年度認定の●●●

●様、また昨年度認定の●●●●様を含めまして全体で３名となりました。 

以上、簡単ではございますが認定新規就農者の認定について報告をさせていただき

ました。ありがとうございました。 

 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

２ 平成２９年度米の生産数量目標面積の仮配分について 

 



 上記議題について、農務課振興係杉浦係長から次のとおり説明があった。 

 

 農務課振興係の杉浦と申します。私の方からは次第の２番目、平成２９年度米の生

産数量目標面積の仮配分についてご説明させていただきたいと思います。すみません

が座って説明させていただきます。 

ではこの仮配分につきましては、今月の９日に開催いたしました安城市地域農業再

生協議会第２回総会におきまして来年度の米の仮配分ルールを決めており、その結果

になります。次第では２ページ目から４ページ目になります。それでは始めに仮配分

ルールについてご説明させていただきます。これは、国が県へ米の配分をする前に安

城市として米の作付面積を仮設定するものです。安城市では米・麦・大豆のブロック・

ローテーションのスタートとして麦を作付しておりますが、１１月末に出される国の

配分や１２月の中旬頃にですね、県から配分されるものを待っていますと来年産の麦

の作付時期に間に合いません。そこで、安城市では毎年、この９月に仮配分ルールを

設けて各集落の水田面積に対し、米の作付できる割合を決めて、それに基づいて各集

落へ米の配分を行っています。 

では、２ページの（１）安城市の需要量の予測というところをご覧いただきたいと

思います。この需要の予測の仕方ということになりますが、こちらは農林水産省が毎

年７月の末に公表しております、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針という

ものを参考にしております。 

２ページの表をご覧いただきますと、この表が、基本指針からの抜粋になります。

基本指針の需要見通しに基づきまして安城市に配分される米の面積を予測していきま

すが、この表の下のところにありますように２９年産の需要量を２８年の比に対して

９９％と予測しました。この予測に基づきまして米の面積を決めていきます。その下

の（２）を見ていただきたいと思います。この（２）の下の四角にになりますが、昨

年の１２月に県から安城市に配分された２８年度の面積換算値に先ほどの９９％の予

測値に掛けたもの１，９０１．７ｈａが２９年度の安城市の米の配分予測、配分面積

の予測値となります。 

続きまして隣のページですね、３ページをご覧いただきたいと思います。こちらに

（３）配分基準値の算定ということになっております。この配分基準値ですが、こち

らは各集落への配分割合になり、先ほどの配分面積の予測値から各集落へ配分しない

面積を差し引いた面積を安城市全体の水田面積で割ったものになります。配分しない

面積というのはこのページの上の２つの四角のところになりますが、試験研究用学校

田用の水田と生産調整非参加者分の水田面積になります。この２つを合わせますと９

ｈａになり矢印の下のところを見ていただきますと、Ａとして集落へ配分する面積、

見ていただきますと９ｈａを引いた１，８９２．７ｈａが配分できる面積となります。

その下Ｂが基本面積でこちらは８月１日時点での安城市全体の水田面積になります。

基準値はこの基本面積に対して配分を何％にするかということになりますので、２つ

目の矢印の下のところを見ていただきますと配分基準値は６０．５％となり、水田面

積の全体の６０．５％で米の作付をお願いしていくと決めさせていただきました。そ



の下に参考として過去３年の仮配分と本配分の表を載せております。この仮配分のル

ールに基づきまして各集落ごとのですね、仮配分の一覧が４ページになります。各集

落の米の作付目標面積、表の真ん中のところにありますが、こちらが仮配分面積にな

ります。各集落の基本面積に６０．５％を掛けた面積が米の作付目標面積ということ

になります。参考として麦、大豆等の転作面積が表の右側になります。なお、表の一

番下のところの行ですね、合計のところになりますけれどもこちら米の作付目標面積

の合計が先ほど３ページの配分できる面積より若干少なくなっておりますけども、こ

ちらは各集落の配分面積の丸め誤差になりますのでご了承いただきたいと思います。

こちらの仮配分につきましては今月２７日に開催されます農務連絡員、農用地利用改

善組合長の合同会議におきまして各集落に配分する予定にしております。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 遊休農地・違反転用農地の指導について 

 

 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。 

 

それでは５ページ、資料３をご覧いただきたいと思います。 

はじめに、（１）指導対象農地の決定について説明いたします。まずは委員の皆様、

大変お忙しい中、また大変お暑い中、調査にご協力をいただきありがとうございまし

た。今回、指導対象農地を決定してまいりますが、８月末までにご提出していただき

ました意見書と地図に基づきまして、事務局職員が担当する地区の現地調査を実施し

まして、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。その結果といたしまして、遊休農地として指導すべき農地のリストは、

９ページから１３ページに記載してございます。その中で、網掛けの部分は、今年度、

新たに発生したものでございます。その網掛けのないものが少なくとも昨年度から継

続して耕作されていない農地となりますが、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おります。 

それでは１３ページをご覧ください。１３ページの右端になりますが、遊休農地は

今年度は８６筆８０，２４７㎡で、そのうち新たに遊休化した農地が３４筆３１，３

３３㎡ございます。昨年度と比較いたしまして、遊休農地の全体面積は、約７．９パ

ーセントの増加となっております。 

次に、違反転用の指導対象農地は、１４ページから１９ページに記載してございま

す。 

１９ページをご覧いただきたいと思います。違反転用農地は９６筆、８６，２７８．

７５㎡で、そのうち今年度、新たに確認された違反転用農地は１５筆、１１，２４９



㎡でございます。 

今後のスケジュールにつきましては、本日指導対象農地が決定されますと、１０月

３日付けで資料６ページの遊休農地解消の通知文書を遊休農地の所有者に送付いたし

ます。 

また、違反転用農地の指導文書につきましては、新たに発生した違反転用農地１５筆

については、農地を適正に利用するよう、資料７ページの農地の適切利用のお願い文

書を送付いたします。 

なお、従来から指導後も是正されていない農地については、８ページにございます

違反転用解消のお願い文書を送付させていただきます。 

ここで資料５ページの方にお戻りください。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１０月３１日とさせていただきます。そして、１１月初旬に

現地確認をしていただきまして、まだ改善されていなければ、委員の皆様には大変ご

苦労をおかけいたしますが、電話あるいは直接所有者にお会いしていただきまして、

解消に向けた指導をお願いいたします。なお、以前から継続して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で

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、指導方法については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たいと思います。 

遊休農地の指導については、資料２０ページをご覧いただきたいと思います。こち

らは農地パトロールマニュアルの抜粋でございますが、文書が送られました所有者か

ら、解消したいとご相談がございましたら、遊休農地に至った原因や理由を聞いてい

ただきまして、農地の利用の意向確認をしていただきたいと思います。特に田んぼ水

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をお願いいたします。また、市外の所有者等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、指導方法について地区担当職員にご相談いただきたいと

思います。 

なお、今後の確認、指導、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９ページから１９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、お手元にですね、大封筒に入れて遊休農地の指

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いただきたいと思います。 

次に、遊休農地につきましては、指導の方が終わりましたら、この報告書と対象筆

ごとの地図を１１月の農業委員会までに事務局の方へご提出していただきます。この

報告書の記入見本は資料２３ページにございますので参考にしていただきたいと思い

ます。 

また、新たな違反転用農地につきましても、違反転用と記載された地図の裏面に、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ので、その内容について記載の上、こちらも同じく１１月の農業

委員会までにご提出いただきますようお願いいたします。 



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。 

 

４ 安城市農業振興計画について 

 

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。 

 

２４ページの資料４をご覧ください。先月の農業委員会でご説明申し上げました、

安城榎前地区の工業団地造成事業でございますが、農業振興地域の整備に関する法律

により土地開発公社による大規模な開発計画につきましては、農業振興計画いわゆる

２７号計画を作成しその計画について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。今回この計画の概要を説明させていただきますのでよろしくお願い

いたします。 

まず、計画策定の趣旨ですが現在本市では都市化の進行のため土地利用の需要が高ま

っております。農地の集団性の確保が困難になることが懸念されています。そこで、

無秩序な開発を抑制することによる農地のスクロール化の防止、農地の集団性の確保

による優良農地の補てん、担い手の育成確保による農業振興、兼業農家の就業機会の

確保、さらには本市の健全な発展を図るために策定するものでございます。本計画に

定める施設の概要ございますが安城市土地開発公社が事業主体となります、榎前地区

の工業団地施設でございます。面積は道路工事部分等を除いた約３ｈａ、位置は２５

ページの通りとなっております。本施設は地区内の兼業農家の安定的な就業機会を確

保することで担い手の育成を図ります。さらには本市農業の持続的な発展のためにも

安定的な就業、所得機会の場を確保し、農業の後継者となり得る若者の市外への流出

防止、農業従事者行動の改善を図ります。また、担い手の育成確保と合わせて離農や

経営規模を縮小する兼業農家の農地と主要な担い手農家へ集積するとともに農業的土

地利用と開発に伴う都市的土地利用を明確に区分し、適正かつ効率的な土地利用を推

進し優良農地の補てんを図ります。こうした点から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土地利用であり、地域農業の振興に寄与する

と考えております。今後につきましては平成２９年度の造成に向けて手続きを踏んで

まいります。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。 

 

５ 安城農業振興地域整備計画の見直しについて 

 

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。 



 

 続きまして２６ページの資料５をご覧ください。昨年９月の農業委員会でご説明申

し上げました、安城農業振興地域整備計画の見直し、その変更案の概要が示してござ

いますので、順番にご説明させていただきます。 

まず、１農業振興地域整備計画とは、とありますが、農業振興地域整備計画は、農

業振興地域の整備に関する法律の規定に基づきまして、国の基本指針及び県の基本方

針を踏まえて策定するものです。この計画は、優良な農地を確保し、保全するととも

に、地域の農業の振興を図るための総合的な農業振興に関する計画であり、概ね５年

ごとに行う基礎調査の結果により所要の見直しを行うこととされております。この基

礎調査としましては昨年、平成２７年度に、集落の意向把握調査、農家１，０００世

帯へのアンケート、その他各種統計資料の分析などを実施しましたが、その結果から

一定の農業情勢の変化などが認められたことを踏まえ、今年度は計画の見直しを行う

こととなります。 

 次に、農業振興地域整備計画というのは、資料に戻りますが、２の農用地利用計画

と、その次の２７ページにございます３の農用地利用計画以外の計画の部分とで構成

されております。２の農用地利用計画とは、どのようなことが定めてあるかというこ

とですが、まず、農業上の土地利用の方向としまして、本市の農用地の約８６％を占

める水田を中心に集団的な優良農地を確保し、保全しつつ、自然条件等の特性を生か

した生産地形成を目標に農業経営の改善を推進することや、水稲、施設野菜、施設園

芸、果樹、畜産等を主体とする生産性の高い高付加価値型農業経営を育成するととも

に、効率的で安定的な農家への農地の利用集積を図ることを始め、計画的かつ効率的

な土地利用の推進を図ることなどを定めております。 

次に２の、農用地区域の設定方針としまして、安城市の農業振興地域内には、農用

地とすべき土地が現況で３，５１６haございますが、このうち、次のアからウまでに

該当する農用地約３，３５１haについて農用地区域を設定することとします。この３，

３５１ha の農地がいわゆる色地となります。農用地とするのは、まずアの、１０ha

以上の集団的な農地です。次にイの国が実施し、又は補助する農業生産基盤整備事業

の施行に係る区域内にある農用地、そしてはウ、ア及びイ以外の土地で、農業振興地

域における地域の特性に即した農業の振興を図るため、その土地の農業上の利用を確

保することが必要である土地ということになります。 

続きまして、次の（３）には農業振興地域内の土地の利用状況が記載してあります。

まず、農用地につきましては、総面積が３，６５９ｈａありまして、その内訳としま

しては、田、畑及び樹園地を合わせた農地が３，３５１ｈａ、農業用倉庫などの農業

用施設が８ｈａで、その他といたしまして、これは主に農道や水路ということになり

ますが、これが３００ｈａあります。そして、農用地区域外の土地につきましては、

総面積が２，７８８ｈａございまして、このうちいわゆる白地の農地が１６５ｈａあ

ることになります。 

続きまして（４）農用地利用計画の変更といたしまして、今回の見直しでは、ア及

びイの表に掲げる土地につきまして、農用地利用計画変更の基本方針等に基づきまし



て、農用地区域への編入又は農用地区域からの除外を行うことといたします。 

まず、アにつきましては、該当がございません。次に、イにつきましては、昨年の１

１月に、基礎調査の一部として各集落への意向調査を行いました。その結果、除外の

要望があった土地が全部で２９箇所、面積にしまして７０，０００㎡ございましたが、

そのうち、イの表にありますように大岡町地内の土地１箇所、番号２になりますが、

大岡町内の土地を集落介在地に該当するものとして除外するものです。なお、市が定

める農用地利用計画変更の基本方針には、集落介在地とは、３方向以上が集落などに

囲まれていること、１０ｈａ以上の集団的な農用地の中に含まれないこと、概ね３０

ａ以下の一団の農地であること、土地改良事業完了後２０年以上が経過していること

などのすべての要件に該当するものをいうと定められております。また、行政案件と

いたしまして、先月及び先ほどの議題４で説明いたしました安城榎前地区工業団地に

つきまして、今回、番号１番になりますが除外をするものでございます。 

続きまして（５）のその他でございますが、安城榎前地区工業団地の残りの箇所に

つきましては、今後５年のうちに事業計画が見込まれるため、今回の除外にはあげま

せんがあらかじめこちらの整備計画へ記載させていただきます。 

続きまして３の農用地利用計画以外の計画の部分でございますが、これは市の農業

振興施策に関するもので、まず１の農業生産基盤の整備開発計画ですが、ここには、

どのような基盤整備事業を行っていくかということが定めてあります。ほかに（２）

の農用地等保全整備計画、（３）の農業近代化施設整備計画、（４）の生活環境施設整

備計画などが定められています。これらにつきましては、前回の見直しから５年が経

過することに伴って不要となった内容を削除するとともに、この先概ね５年の間に実

施される事業等の内容や、新たな目標等を追加することとします。 

最後に、この農業振興地域整備計画の変更案につきましては、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、以下の通り質疑応答があった。 

 

○ 浅井 清幸 委員 

 農用地利用計画以外の計画の中の３番のところに、農業近代化施設整備計画となっ

ておりますが、総合集出荷場の整備、育苗施設の整備等となっておりますが、現在ど

ういう計画が出ているのか、予算の枠もわかりましたら教えていただきたい。 

 

○ 佐伯 主査 

 こちらの（３）の農業近代化施設整備計画につきましては、今挙がっているものと

いたしましては、ＪＡあいち中央さんが行う赤松町にございます大豆調整出荷施設、

総合集出荷場、予保冷庫設備、育苗施設というものを挙げさせていただいています。



予算についてはこちらのほうでは把握していません。 

 

 

議長がその他の質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 

６ 生産緑地の買取希望者の調査依頼について 

 

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。 

 

それでは２８ページ、資料６をご覧いただきたいと思います。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り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いたします。 

今回申出地の所在は緑町地内の１か所２筆で、面積は２，０２９㎡でございます。

買取希望単価は㎡単価で３０万円と伺っております。そうしますと総額は６億８７０

万円ということになります。 

 なお２９ページは土地の整理図、３０ページは位置図となっておりまして、いずれ

も網掛けの部分となりますのでご確認いただきたいと思います。 

この件につきましては来月の農業委員会で買取り希望者の有無をお聞かせ願いたい

と考えております。 

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。 

 

７ 農業委員活動記録の推進について 

 

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。 

 

 それでは資料３１ページ、資料７をご覧いただきたいと思います。 

農業委員活動記録の推進について説明をさせていただきます。まず 1目的については、

中段のあたりをご覧いただきたいと思います。農業委員会組織は、許認可業務の透明

性・公平性の徹底や委員会活動計画策定、点検、評価とともに、行動する農業委員会

活動の見える化を一層進めることとし、農業委員会活動記録をその重要な取り組みの

一つとしています。また、農業委員手当を農業委員会交付金で支給する場合及び機構

集積支援事業による活動に対して手当及び旅費等を支払う場合においては、農業委員

の活動した年月日、活動内容を記載いたしました日誌及び活動管理簿の記帳が必要と

明記されているからでございます。 



 具体的な活動記録につきましては、今回から様式変更となっておりますが、基本的

には例年と変わっていませんので、本農業委員会では３４ページの月別の活動記録簿

と３５ページの活動記録帳をご活用していただきたいと思います。 

なお、昨年の依頼の際に、活動記録簿につきましては、昨年１０月から今年の９月

分までの１年間分としてＡ４版両面印刷したものをお渡ししていますので、今回も１

年分としてＡ４版両面印刷でお手元にお配りしております。ただし、先ほども申し上

げましたが、今回から様式が変更となっておりますので、１０月以降は新しい様式の

物で記録をお願いいたします。 

資料３４ページの月別の活動記録簿の記載方法につきましては、農業委員会法第６

条の第１項、２項、３項と項別に業務が分かれておりますが、活動記録簿の一番左の

欄に、その月の活動した日をまず記載していただきまして、各項目のそれぞれ左端の

活動実績件数の欄には、１日の活動は○印を、半日活動は△印を、その右側の活動の

分類については該当する活動にチェックをご記入ください。また別途お手元にお配り

してございます、農業委員会活動記録簿のつけ方という資料の最終ページに記入例が

ございますのでご覧いただきたいと思います。例えば、上から３段目、７月１２日に

１日、農地パトロールを行った場合の記入方法ですが、活動実績は○を記入いたしま

して、活動の分類①の農地パトロールにチェックをご記入いただくことになります。 

この農業委員会活動記録簿のつけ方の資料はみなさんお帰りになられてご一読いた

だきまして、正しい活動記録簿記載にご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 また、３５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Ａ４版の別冊にしてお手元にお配りしております。 

 この記録の記載の期間につきましては、愛知県県農業会議からは、１０月から３月

までの半年の期間が示されておりますが、本市農業委員会としては前半分も含めまし

て、今年４月から来年３月までの１年分の活動記録の件数を資料３３ページの集計表

様式で、とりまとめていただきまして、来年の３月の農業委員会に提出をお願いいた

します。 

 また、活動目標につきましては、活動記録簿で月２件以上として１年間で２４件以

上といたします。 

 今、説明しましたこの集計及び提出につきましては別に配布いたしましたＡ３版の

集計表でお願いしたいと思います。 

最後にこの活動記録は、来年４月以降も引き続き記載していただきますので、ご承知

おきいただきたいと思います。 

 この件につきましては、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。 

 

８ 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。 

 

 それではその他の説明をさせていただきます。 

１つ目、巡回農地相談・農業者年金巡回相談ということでございますが、１０月１９

日水曜日午後１時３０分から４時まで、それぞれさくら庁舎の第３６会議室及び第３

８会議室で行います。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、愛知県西三農林水産事務所農政課職員が対応いたします。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ございましたら、ぜひご相談い

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ってまいります。 

 その他の２つ目、平成２８年度あいちのいちじくコンテストでございますが、こち

らは９月２日金曜日に農協の方で開催されました、平成２８年度あいちのいちじくコ

ンテストで、総出品点数２５７点のうちから特選１９点が選ばれましたが、本市農業

委員の近藤正広委員が農林水産省生産局長賞を、榊原喜榮子委員が名古屋市中央卸売

市場北部市場青果卸売会社協会長賞を受賞されましたのでみなさまにご報告申し上げ

ます。近藤委員、榊原委員、誠におめでとうございます。 

 それではその他の３つ目、配布物でございますが、本日のうねん９月号をお手元に

配付させていただきましたので、ご活用いただきたいと思います。 

また、９月７日に知立市で開催されました研修会を欠席されました委員さんには、封

筒に入れました当日の資料をお手元に配付させていただきましたので、こちらもご活

用いただきたいと思います。 

最後に次回の予定でございますが、１０月２４日の月曜日に開催になります。次回

農業振興部会につきましては、市のマイクロバスにてデンパークの視察を行いますの

で、昨年みなさんに購入いただきました年間パスポートをお持ちいただきますようお

願いいたします。また、出欠席とバスの利用の有無を確認させていただきたいと思い

ますので、お手元にお配りしました用紙を本日お帰りまでに事務局までご提出くださ

いますようお願い申し上げます。なお、今年度も農業委員様には年間パスポートを継

続更新でご購入いただきたいと考えておりますので、来月の農業委員会でご案内をさ

せていただきますので、よろしくお願いします。来月このデンパークでの視察が終わ

りましたら、そのまま市役所に戻りますのでご承知おきください。なお、自家用車で

行かれる方はそのままご自宅へお帰りになられてけっこうでございます。その他につ

いては、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２０分、議長は閉会を宣する。 



 


