
 

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１２月２２日（木） 

 開会 午後３時 

 閉会 午後４時１３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                ２５名 

法第１２条による委員数                ５名 

 

 １８ 神谷 德雄  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、花井主事、宇波主事、今泉主事補 

 

 

９ 都築 直之 委員 ２４ 小野内 博 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 都築 直之 委員 ２４ 小野内 博 委員 

 また、欠席者は、１８ 神谷 德雄 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 平成２８年度（第３１回）安城市農業賞等について 

 

上記議題について、農務課農政係石川係長から次のとおり説明があった。 

 

 平成２８年度第３１回安城市農業賞等について説明をいたします。資料の１ページ

をご覧ください。 

 安城市農業賞は、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するもので、昭和６１年度から

始められております。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、農用地利用改善組合、ＪＡあいち中央、農業改良普及課より

推薦されました候補者を、去る１１月１５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２１日開催の安城市農業振興協議会で決定いただきました。その結

果、地域づくり活動部門は、●●町の●●●●●●●●●●●●様に、営農部門は、

●●町の●●●●様に、農業青年奨励部門は、●●町の●●●●様にそれぞれ決定さ

れました。 

 次に、２ページをご覧ください。各受賞者の業績につきまして、概略を説明いたし

ます。はじめに、地域づくり活動部門の●●●●●●●●●●●●様でございます。

この会は、平成１９年４月に設立され、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。用排水路の診断・補修のほか、排水路の泥や

草の除去作業といった減災活動に取り組まれ、また、農用地・水路・農道等の草刈り

や、敬老会、子ども会等と連携して空き缶拾い等の清掃活動を行ってみえます。加え

まして、子ども会を中心に栽培したジャンボかぼちゃや、さつまいもを収穫祭等で提

供するほか、季節に応じてヒマワリやスミレ等を栽培し、憩いの場を提供されていま

す。これらの地域が一体となった活動は、農地等の多面的昨日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。 

 続いて、営農部門の●●●●様でございます。●●様は、昭和６０年４月に就農さ

れ、米・麦・大豆・胡瓜の生産に携わられ、平成元年からは水稲を中心に経営されて

います。ＪＡあいち中央農業青色申告部会での指導会を通じて経理業務にも積極的に



取り組まれ、また、農業機械などへの設備投資を積極的に行い、作業環境を整備して

水田作の経営を拡大されました。平成２２年にＪＡあいち中央胡瓜部会部会長、２８

年に農業青色申告部会部会長に就任され、地元生産者の組織活動の主力として、また、

農業を営む納税者のリーダーとして、周囲の期待に応えて活躍されています。 

 続いて、農業青年奨励部門の●●●●様でございます。●●様は、平成１６年４月

に就農され、水稲・麦・大豆を中心に経営されています。平成２２年に認定農業者と

なり、地元住民との信頼関係を構築しながら、●●環境保全会員として町内の環境保

全に尽力されてみえます。油ヶ淵周辺の低地農地での転作作物の栽培やジャンボタニ

シの食害等、●●地区の課題克服にも努力され、また、産業用無人ヘリコプターによ

る農薬の空中散布、農機具のリース活用等により労力、コストの削減を図り、営農体

系の確立に努められています。 

 以上の方々が、平成２８年度安城市農業賞を受賞することに決定されました。なお、

表彰式につきましては、１２月２７日火曜日に農用地利用改善組合長・農務連絡員合

同会議の席上で行う予定でございます。 

 続きまして、新規就農者を紹介させていただきます。３ページ下段をご覧ください。

お名前を紹介させていただきます。●●●●様、●●●●様、●●●●様、●●●●

様、●●●●様、●●●様、●●●様。以上の７名の方が新規就農者でございます。

なお、１２月２７日の農業賞表彰式に併せまして、新規就農者の激励会と新規認定農

業者の認定式を執り行う予定でございます。 

 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 第２次安城市食料・農業・交流計画（案）について 

 

 上記議題について、農務課農政係石川係長から次のとおり説明があった。 

 

 第２次安城市食料・農業・交流基本計画（案）についてでございます。４ページを

ご覧ください。 

 このたび、農業振興協議会をはじめ関係会議で計画案の協議・検討をいただき、計

画案が取りまとめられましたので、その概要を説明させていただきます。初めに計画

策定の背景でございますが、現行の食料・農業・交流基本計画は、平成１８年度から

平成２７年度までの１０年間を計画期間として策定されました。そして、国・県の基

本計画等と整合性を保つため、計画期間を１年延長したことから、今年度に第２次基

本計画を策定してまいります。 

 次に、計画の期間ですが、第２次基本計画は、平成２９年度から平成３３年度まで

の５年間を計画期間としてまいります。これは、安城市農業基本条例で、基本計画は

概ね５年ごとに見直しを行うとされていることや、国・県の関連計画との整合を図る



ためでございます。 

 続いて、計画の基本方針でございます。第２次基本計画は、現行計画と同様に、食

料・農業・交流の３つの分野ごとに基本方針を掲げております。初めに、食料の分野

では、安全・安心な地元農産物の普及促進と健全な食生活の実戦をスローガンに掲げ

まして、重点取り組みとして、１つ目が地元農産物の普及促進や商品開発等により地

産地消の推進、２つ目が、安城市食育推進計画に基づく職行く関連施策の推進の２点

を挙げております。  

次に、農業の分野では、農業経営体の育成・確保と農業生産基盤の整備による持続

的な農業の推進をスローガンに掲げ、重点取り組みとして５点を挙げております。１

つ目が、ほ場の大型化など農業生産基盤整備の推進、２つ目に、農地の利用集積の促

進、３つ目に、農地の高度利用や経営所得安定対策など産地活性化の推進、４つ目に、

農業経営体への支援及び農産物の輸出を含めた販路拡大、５つ目に、農地等が持つ他

面的機能を保全する活動への支援など地域の特性を生かした農村環境整備の５つでご

ざいます。 

最後に、交流の分野では、安城農業の持つ魅力の発信による農への理解と自立的な

交流の促進をスローガンに掲げまして、重点取り組みとしては、農業者と消費者の交

流期間の創出、農ある暮らしの普及促進の２点を挙げております。 

次に、５ページをお開きください。基本計画の体系でございます。食料、農業、交

流の３つの分野の下に、１２の基本施策を設定しております。これは現行計画と同じ

でございます。食料の分野では、食料の安全性の確保等を始め、３つの基本施策を。

農業の分野では担い手の育成及び確保など７つの基本施策、交流の分野では交流の推

進、広域的な交流の２つの基本施策を設定しております。それらの基本施策の下の、

１９の単位施策を設定し、単位施策ごとに個別施策を設定しております。以上が体系

でございます。 

次に、６ページをご覧ください。成果指標と目標一覧でございます。先ほど５ペー

ジでみていただきました１９ある単位施策のうち、１７の単位施策に、一つずつ成果

指標を設定しております。平成３３年度の目標値を設定し、これらの成果指標で、本

計画の進捗状況を確認してまいります。 

最後に、今後のスケジュールでございますが、年が明けまして１月６日から２月４

日までの一ヶ月間、パブリックコメントを実施いたします。この計画案をウェブサイ

トや各地区公民館等で公開し、広く市民の皆様からご意見を募集してまいります。そ

して、３月上旬の安城市農業振興協議会の答申をいただいた後、来年度４月から本計

画に基づく各施策を実施してまいります。 

以上で、説明を終わります。ありがとうございました。 

 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

３ 認定農業者の認定について 



 

 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。 

 

 それでは、７ページをご覧いただきたいと思います。平成２８年１月１日現在の認

定農業者数は１６７名でした。その後、認定期間が満了し、認定を更新された方が１

９名、更新されなかった方が１名、途中で取消しをされた方が７名ございます。それ

からその他、お亡くなりになられた方が１名おみえになります。一方で、新規に認定

された方が８名ございますので、平成２９年１月１日現在の認定農業者数は１名減の

１６６名になる予定です。 

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は、新規の方は７ペー

ジの下のところに、更新の方が８ページに記載してあります。また、１６６名の類型

別の状況については、１ページめくっていただきまして、９ページにございます。単

一の経営では、水稲主体が３８名と最も多く、複合経営でも水稲との複合経営の方が

大半を占めております。 

最後に、４月１日付けで認定農業者を来年１月末まで認定申請の受付をしておりま

すので、地元の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、

皆様方のご協力をお願いしたいと思います。 

 この件につい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。 

 

４ 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 

 

 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。 

 

 続いて１０ページをご覧いただきたいと思います。まずですね、こちらの基本構想

について、どういうものかということからご説明させていただきます。安城市の基本

構想は平成６年９月に策定されまして、最終の改定が平成２６年９月に行われており

ます。こちらのほうですね、構想というものはこの１０ページの１にありますように、

主な内容としましては、農業経営基盤の強化の促進に関する目標、農業経営の規模等

の営農類型後との農業経営の指標など農業の経営基盤を強化するための目標ならびに

指標を定めることとなっております。では、今回の改正が必要となった理由といたし

ましては、その下の経緯にありますように、この構想というものは県の定める基本方

針に則して定めるものになるものになるのですけれども、県の基本方針が平成２８年

４月に改正されたことによりまして、その内容に則したものに変更する必要がありま

した。そして、今回の改正の考え方といたしましては、３番にありますように、県の

改正を踏まえた変更点のみを改正していくというものになります。 

 それでは、主な改正内容につきましてですが、１ページめくっていただきまして、



１１ページの４を見ていただきたいと思います。まず（１）の効率的かつ安定的な農

業経営の目標年間農業所得、年間労働時間の改正という項目になりますけれども、こ

ちらは次のページに別紙１というところがございます。こちらの表を見ていただきた

いと思います。こちらですね、現行の部分が右側ですね、旧と書いてあるところにな

ります。そして改正案につきましてが、左側、新のところになります。旧では、家族

的経営体の指標につきましては、８００万円程度、１８００時間程度、企業的経営体

につきましては、１，４００万円程度、１８００時間程度でございましたが、新をみ

ていただきますと、経営体の経営単位に関わらず概ね８００万円、概ね１，８００時

間に変更します。ここでの概ねにつきましては、８割を目安としていますので、８０

０万円ですと６４０万円以上を目標の指標とすることとなります。また、表の下のほ

うを見ていただきますと、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と

いうものがございます。こちらが認定新規就農者の目標ということになります。こち

らもそれぞれ程度という表記を概ねという表記に変更していく予定でございます。続

きまして、（２）の新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき営農類型ご

との農業経営の指標の追加についてでございますが、１２ページの一番下のところを

みていただきますと、こちらのですね、認定新規就農者のモデルとなる現在の構想で

は４営農類型でございましたが、これにナシとイチジクの専作を２類型追加するもの

です。今までこのナシとイチジクの専作の営農類型はございませんでしたが、安城と

して産地として新規に就農していく農業者の目標を農業改良普及課さんの協力の下で

すね、作成いたしまして、今回の改正にあわせて追加するものです。 ページを１枚

目めくっていただいて１３ページ、こちらが追加いたしました２つの営農類型になり

ます。 

 では戻っていただきまして１１ページの（３）ですが、こちらにつきましては利用

権設定や作業受託を行うことで、担い手となる農業経営体がどのくらいの割合の農地

を集積するかを示したものの改定になります。これまでは、平成３２年までの目標が

６５％としておりましたが、現在この集積割合は年々増加しておりまして※印の参考

のところにありますように、平成２８年１１月３０日現在におきましては６７．２％

となっております。今回の改正にあたり、この目標年度を平成３７年度としまして、

今後の増加傾向を考慮し、目標を現行の６５％から７５％に変更するものです。 

主な見直し内容としては以上となります。このほかにつきましては、細かい文言の

整理などとなりますので、説明は省略させていただきます。 

以上で説明は終わります。 

 

 

 議長が質疑を諮ったところ、以下のとおり質疑応答があった。 

 

○ 浅井 清幸 委員 

 今ご説明のありました県の指針というのが昨年の４月１日で変更になっているとい

うご説明はありましたけれども、これは各県によって取り組み方が全部違うんです。



所得目標が１００万円をきっているところもあるんです。極端なことをいうと、補助

金を収入として入れないで本当の実質の生産物の販売からやっていたら完全な赤字に

なるわけですよね。それなのに認定農業者になれる、それはおかしいではないか、要

するに補助金をもらっていない農家サイドからすると、そういうことが発生するわけ

です。だからこれもね、１８００時間程度というのも、実際農水省にいって交渉した

んです。経営者なんて休みないんだって、１８００時間にしなさいということは単な

る農業労働者を育てたいのか、農業経営者を育てるのか農政の本来の仕事じゃないん

ですか、そういう意見もしてきました。それと、所得ですね、概ね８００万円になり

ました。これは愛知県が決めているそうです。ところが東京世田谷区だと２３０万円

くらいです。茨城県にいくと、１軒の家に認定農業者が３人います。愛知県としては、

こういう認定制度をやっているというけれども、今あいち中央農協でさかんに産直を

もっと伸ばそうとしていますけども、中小の農家が全部切り捨てられるわけです。だ

から県の指針はこれでいいかもしれない、それを参考にするのはいいけれども、日本

のデンマークといわれた複合経営体は最も過去に賞賛された安城市の農政がこういう

数字を出していいのかということに非常に疑問に思います。これをご一考願いたいと

思います。以上です。 

 

○ 浅井 清幸 委員 

 もう一つ、市として独自の判断が出来ないんであれば、僕はもう一度農水省にいっ

て話をします。県がそういうだけの指針を作っているということはもうおかしい。こ

れからの体系としてどんどん高齢化が進んでしまっている。農地離れがどんどん進ん

でいくわけです。そういうときにじゃあ私の和泉の地域でも、三浦さんといういいナ

シを作ってみえる方が、後継者がいないために、植えてまだ１２，３年しか経ってい

ないナシを２年間くらいは梨部会が面倒をみたんですけれども、全部伐採するわけで

すよね。だからそういうときに、新規で２５０万というのはなんとかなるでしょう。

３年間は１５０万の補助金があるわけだから。ところがそれ以降ですよね、なかなか

難しい。どんな野菜でもそうです。生産者の顔がみえるようにという売り方をしてい

るということは、どれだけ生産者の信頼があるかということなんですよね。それを確

立するまでには、僕は花をやってきて、物によっては３０年かかります。本当に花屋

さんに信用してもらって買ってもらえるように。そういうところまで考えると、小規

模という経営体というのは他所にないものを生産できるような農業者というのを安城

は育てるべきだと思います。それを歓迎するにはこの年間所得の概ね８００万円とい

うものの８０％といわれたけれども、僕は５０％まで下げてもいいんじゃないかと思

う。これは県の指針ではなくて安城市の指針を出してくださいということを僕はお願

いをしたい。以上です。 

 

○ 杉浦 係長 

 ありがとうございます。今回ですね、改正にあたって、概ね８００万円とさせてい

ただいていたんですけれども、改正前のこちらの指標としましても、概ねではないん



ですが程度という表記をあえて安城市としてはつけさせていただいておりまして、こ

ちらのほうも大体８割ということで考えておりました。今回の県の改正で概ねという

ものがつきまして安城の現行の構想に沿うような形になってきたのではないかなと思

っております。なお、この所得に関しましては愛知県でですね、農業以外の他産業の

方の所得を見てこういった数字を出させていただいておりますので、こちらは目標と

して安城市で農業をしていただくにあたって、この認定農業者としてやっていただく

方の所得としては概ね８００万円を目標としてやっていただきたい。新規に就農され

る方については概ね２５０万円を目標にしていただきたいという形で指導をとらせて

いただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○ 神谷 善郎 委員 

 概ねと程度はどの程度違うのかなと。意味が。どういう風に違うんだろう。 

○ 杉浦 係長 

 今まで程度という言い方をさせていただいていたんですけれども、この程度も８割、

県がその後今回の改正で概ねという表現をされてきたので、それにあわせております。

ですので、それぞれ８割ということで変わりありません。 

 

○ 神谷 善郎 委員 

 それは、県に倣ってということですね。そんなに意味はないということですね。意

味はないけど県の言葉に準えて変えたということですね。 

 

○ 杉浦 係長 

 そうです。元々県がこういった程度や概ねという表現はなくて、８００万という表

記をしておりました。そのとき、９００万から安城が８００万に下げたときに、程度

ということをつけて、概ねと同じなんですが、概ね８割程度のということでしており

ました。それに、今回県のほうの改正で、８００万といういいきりがなくて、概ねと

いう表現をつけてこられたので、安城としても程度でもそのままでもよかったんです

が、同じ内容ですので、県と同じ表記に変えさせていただいております。 

 

○ 神谷 善郎 委員 

 概ねっていうと、８００万円より少し下がってもいいわけ。 

 

○ 杉浦 係長 

 はい。先ほどちょっと説明させていただきましたように、８００万円の８がけです

ので、６４０万円ということで考えております。 

 

○ 神谷 善郎 委員 

 全然違うじゃん。だったら６４０万でもいいと思うだけど。ちょっとこれ理解の仕

方によって、説明すればわかるかもしれないけれども、わかりにくいね。８割という



読み方が出来ないなという気がします。 

 

議長が質疑を他に諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

５ 遊休農地・違反転用農地の指導結果について 

 

 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、遊休農地・違反転用農地の指導結果についてをご説明申し上げます。１

４ページ資料５をご覧ください。 

今年度は、遊休農地８９筆に対して指導文書を送付いたしました。指導対象の遊休

農地は７９，２６７㎡から指導後の遊休農地２７，６４３㎡となりまして、遊休農地

率は農地面積３，７６３ｈａに対して０．０７％、指導解消率は６５％でございまし

た。昨年度との比較では、遊休農地の筆数は減少しましたが、面積は増加しており、

小規模でない農地の遊休農地化が進んできていることが伺えます。しかしながら、今

年度は農業委員の皆様のご尽力のおかげで、平成２６年度以降で最も高い解消率とな

っており、農地パトロールの効果は確実に上がっているといえます。これもひとえに

農業委員の皆様が８月の大変暑い時期に、遊休農地解消に向け積極的に働きかけてい

ただいた結果であると考えられます。改めてお礼を申し上げます。ありがとうござい

ました。 

一方、違反転用農地については９２筆８０，７２７㎡ございましたが、指導対象と

した違反転用農地のうち、残念ながら解消されたものはございませんでした。最終的

な違反転用農地率は昨年度と同じく０．２１％でございます。 

遊休農地及び違反転用農地の解消については、農業委員の皆様の日頃の地道な指導

が重要と考えられますので、今後も引続き農地パトロールにご協力いただきたいと存

じます。 

 なお、今回の是正指導等をお願いし、事務局に報告をしていただいた農業委員様に

は、大変遅くなりましたが、活動報告していただいた回数分の手当てを１月中にお支

払いする予定でございます。また８月の調査時の手当ては、最大３回分として既にお

支払いさせていただいておりますが、今回もう少しお支払いが可能な状況となってま

いりましたので、８月の調査時の手当てについて４、５回目の活動をされた委員さん

には１月に今回の手当てと併せてお支払いさせていただき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は、説明は以上となります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、以下のとおり質疑応答があった。 

 

○ 小野内 博 委員 

 事務局に記載の仕方でお聞きしたいんですけれど、１８，１９新田ですけれども、



指導経過のところの欄に、指導はしたものの、草刈等未実施という風に書いています

けど、これ提出した書類には指導してはないんだけども。要は、地権者に会えなかっ

た、指導することも出来ないということで、指導したもののというと地権者に会って

言ったけどやってもらえんかったという書き方なんだけど、なんでこんな書き方をし

たのか教えてください。 

 

○ 今泉 主事補 

 指導をしたものの草刈等未実施という風な形で書かせていただいたのは、指導文書

のほうは遊休農地としてあげていただいて指導の必要がないといわれなかった全ての

方にお送りをさせていただいておりますので、指導文書を通知させていただいた方全

てに指導をさせていただいて、ただ草刈はされなかったという意味で書かせていただ

いております。以上です。 

 

○ 小野内 博 委員 

 ということは、中身とは違うということ。指導したもののという書き方だと、指導

したけど地権者が言うことを聞かなかったということだよね。だけど、地権者にも会

っていないのに、未実施というのはそりゃそうだよな、地権者は聞いてないんだもん。

要はなんでそういうことを言うかというと、一応指導はしにいったんだけど、会えな

いんだわ。そういうところもあるわけだ。だから、これね、もう何年もなっているん

だけど、本人が生きているかどうかもわからないし、警察に連絡してでも見つからな

い。そういう状態で今後も指導せいと言われても出来ないんだな。だから出したとき

にもちょっと話したんだけど、これは法的な手続きをするくらいのつもりでないと、

遊休農地なんて回復しない。だけど、この文書でいくと、指導はみなさんしてくれま

した、だけどやっていませんよねという世界だけど、これじゃなんの変化もない。毎

年こんなんじゃ。本当に遊休農地を回復させる気があるのかどうかだわ。俺は回復せ

にゃあかんと思ってるんだけど、会えないんだもん、仕方がないんだわ。だからそれ

で指導してくれたから手当て払いますといわれてもちょっと気が引けるな。警察に頼

んだけどよく動かん。お会いできませんねっていわれるだけ。こういうときってどう

すればいいの。事務局のほうが是正勧告をだしますよね。これは内容証明書つきで出

しているの。内容証明書つきで送らないと本人なんてみてない。だいたいそこに住ん

でいないんだもん。だからお願いしますといわれて、俺もやらないといけないと思う

もんで、やるんだわ。なんでかっていうと家の田んぼの隣がそうなんだわ。２つとも

ね。だから迷惑がかかっているわけだわ。だから本人に会ったら言いたいし、直して

もらいたいもんで、やりたいんだけど会えない。そういうときに、内容証明書付で、

本人が受け取ったということを確認出来ない以上、例えばだけど、ここ税金払ってい

るはずだよな。どこから払っているんだろうな。そういうこともね、我々じゃ範囲を

超えているんじゃないかと。だから市として、事務局として、税金が払われていると

いうことは地権者がいるっていうことだわ。それが口座で天引きされているかわから

んけど、本人がいるかどうかもわからんのに、いるのだけでも確かめられないのか。



よくわからんけど、たぶん名古屋に住んでいるんじゃないかと、わからんけどね。人

のうわさだから。だからそういうことも含めて毎年同じことばっかりやるのも申し訳

ないないもんで、ある程度、指導したもののっていう人はいいけども、俺みたいに指

導もしていないのにそれを書かれると、先が進まない。みんなと一緒になっちゃう。

だからそういう面では、もっと正確に書いてもらったほうが良かったんじゃないかな

という風に思います。よろしくお願いします。 

 

○ 島田 課長補佐 

 貴重な意見ありがとうございました。次回以降ですね、指導経過及び改善状況等に

ついては、もっと実態に則した形での表現に改めさせていただきますのでご理解宜し

くお願いいたします。 

 

○ 浅井 清幸 委員 

 私の和泉の方でも実は認知症の方がお持ちの農地があったんです。そのときに、町

内会に相談に行って、どうしましょうかと、そうしたら、それは無理だろうと。それ

で親戚の人を町内会のほうから頼って、息子さんへ連絡入れて、きれいになりました。

問題は指導をしてもやる気のある人とない人がいるわけ。ただもっと強制権があるよ

うなことも考えるということも、これから先ですねこうやって老人の方が増えてきて

そこに今言われたとおり、いるのかいないのかもわからないし、所有者が他府県だっ

たらどうするのという、昨年あったんですけれども、なんとかしてくれ、なんとかし

てくれっていったら、とうとうその人農地を売ってしまいました。そこまで追い込ん

でいいのかということもあるんですよね。だからそういう点も今後の遊休農地の改善

については、ご一考いただきたい。一意見として申し上げておきます。 

 

○ 横山 課長 

 遊休農地の指導に関しまして、様々なご意見ありがとうございます。まず、遊休農

地の指導の結果の資料の作成につきましては、一定の事実に基づきまして備考欄を含

めて記載しておりますので、今ご指摘あった部分、細かい事実経過まで記載出来てい

ない部分はございますが、事務局としてはその違いを把握した上で対応しております

ので、ご理解を頂戴いたしたいと思っております。それから、農業委員の皆様にどこ

まで遊休農地の指導をやってもらうかという点については、現時点においてもかなり

無理にお願いをしているということは充分承知をしております。今回農業委員会のほ

うから頂戴いたしました建議の中で、市としては安城市として農地の適正管理に関す

る指導要綱を作ってまいるということを予定しておりますので、農業委員会だけでは

なく市としても、遊休農地の是正であったり解消に向けて取り組んでいく、その準備

を進めているところでございますので、ご理解をいただきたいと思っております。 

 

議長が質疑を他に諮ったところ、全員異議なく了承。 

 



６ 農地利用最適化推進委員候補者の推薦、募集及び委嘱に関する要綱並びに評価委

員会の設置要綱の制定等について 

 

 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。 

 

 ２２ページ、資料６をご覧いただきたいと思います。来年７月の農業委員会新制度

移行に向けまして、年明け１月中旬から２月中旬にかけまして新農業委員及び農地利

用最適化推進委員の推薦、募集を行ってまいります。それに先立ちまして必要となり

ます農地利用最適化推進委員候補者の推薦、募集及び委嘱に関する要綱並びに評価委

員会の設置要綱の制定についてお諮りさせていただきます。 

 ちなみに今回お諮りする２つの要綱は、農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進

委員に関係するものとなりますが、農業委員についても同様の内容で市長部局のほう

で、推薦、募集及び任命並びに評価委員会の設置要綱が制定される予定でございます。 

 それではまず、要綱の説明をさせていただく前に、農業委員等の定数、主な役割、

報酬額について説明いたしますので、２２ページ１つ目、農業委員会の定数でござい

ますが、現行は選挙委員２６人、選任委員７人の合計３３人体制でございますが、新

制度では部会のほうが廃止され、農業委員１４人、農地利用最適化推進委員２８人の

合計４２人体制となりまして、任期については現行と同じく３年となります。 

 続いて２つ目の主な役割といたしまして、改正法での農業委員の役割は、農地の権

利移動許可等に係る現地調査や審議を主な業務といたしまして、推進委員は、農地の

利用集積の推進や遊休農地発生防止に向けた活動を主な業務としております。新体制

の農業委員会は、制度的には業務の分業化を原則としつつも、実際には、本市では資

料のとおり、農業委員も推進委員と連携して農地パトロールや地域の話し合いに参加

する、推進委員も毎月１回の委員会へ出席するなど両方の委員が密接な連携協力の下

に、審議及び現場業務に取り組んでいただくことになります。したがって、報酬につ

いては、推進委員と農業委員とでは業務量の大きな差は生じず、現在の農業委員と同

程度の活動が見込まれますことから、ご覧のとおり農業委員と推進委員の報酬は現行

と同額の月額 26,500円といたしました。また、新制度に移行しても会長及び職務代理

者の業務量についても変わらないことから、会長及び職務代理者の報酬も同額といた

ました。 

４つ目のスケジュールにつきましては、先ほども申し上げましたが、年明け１月中

旬から２月中旬にかけまして推薦、募集を実施し、３月中には評価委員会で評価を実

施し、６月に市議会同意、７月に任命、委嘱という流れになります。 

なお、この定数条例及び報酬条例は、この１２月議会において制定及び改正されて

おりまして、現行委員の任期満了の翌日、来年の７月２０日から施行されます。 

続きまして、本題のこの２つの要綱についての説明をさせていただきます。事前に

送付しました要綱案をご覧いただきたいと思います。また、推薦及び委嘱に関する要

綱でございますが、その中で第３条、推進委員の担当区域、こちらを一番最終ページ

に別表で定めておりますが、この別表で担当区域を定めております。ただ、この別表



では、なんらかの事情で最適化推進委員さんの業務を行うことが出来なくなった場合

に同じ区域内の推進委員さんが代わりに業務を行えるよう、５つの担当区域として設

定しておりますが、実際には現在の選挙による農業委員の担当区域と同じ２６区域を

内規で定める予定でございます。ここで、ちょっと１点訂正でございますが、この別

表の中で第３のところの一番最初に古井町というのがございますが、これがちょっと

間違っておりまして、実際には第２区域に入ります。訂正してお詫び申し上げます。

続きまして、今の要綱の方の第８条で、候補者の選考については、推進委員候補者が

定数を超えた場合又は必要がある場合に評価委員会で評価し、その意見を農業委員会

に報告することをこの条項で定めています。そしてそれに関連します本日差し替えを

お願いしました評価委員会の設置要綱をご覧いただきたいと思います。こちらのほう

で特質すべきところはですね、第３条で評価委員の委員をこちらで定めております。

最適化推進委員は、農業委員会が委嘱する形になりますので、この評価委員は農業委

員及び農業委員会事務局職員で組織することになります。こちらに記載されておりま

す、評価委員といたしまして、会長、事務局長、事務局課長以外の評価委員につきま

しては、現時点では会長職務代理者、農地・農振両部会長を考えてございます。ちな

みにいずれの要綱案につきましても、先行自治体の要綱を参考にして法律で定められ

た事項を記載した形になっておりまして、近隣の碧海５市で概ね内容の統一ははかっ

ております。以上ご説明申し上げました、推進委員候補者の推薦、募集及び委嘱に関

する要綱、並びに評価委員会の設置要綱の制定について、ご承認いただけましたら来

年平成２９年１月１日に施行いたします。また、本日別にお配りしております、推薦、

募集要領につきましては、農業委員及び最適化推進委員それぞれの候補者の推薦、募

集、任命、委嘱に関する要綱の内容の詳細を示しまして、わかりやすく記載したもの

となっております。この推薦、募集要領に基づきまして１月１６日から２月１５日ま

で農業委員、最適化推進委員の募集をしてまいりたいと考えておりますのでよろしく

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、以下のとおり質疑応答があった。 

 

○ 日下 賢治 委員 

 要綱の中、最初のほうの要綱で、その中の第２条の第１項ちょっと事前に読ませて

いただいた中で、どういうものが該当するかなということなんですけども、第１号で

言われています、最適化推進委員と兼職を禁止されている職にあるものは例えばどう

いうものがあるのか、例を２、３件お願いします。 

 

○ 島田 課長補佐 

 今回農業委員会の委員も最適化推進委員もいずれも非常勤の特別職の公務員となり

ますので、基本的には公務員は兼職が禁止されております。あと、例えば会社員の方

でも兼職が禁止されているというそういう決まりのある方は、申込みができないとい



う形になりますが、一般的には公務員が兼職が禁止されている主な職業となります。

ただし、公務員であっても、許可を得られればなることができますので、よろしくお

願いいたします。 

 

議長が他に質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

７ 平成２９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 

 

 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。 

 

 ２３ページ、資料７をご覧ください。農業経営基盤強化促進法に基づきまして、来

年度も利用権設定を実施いたします。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。新規で権利設定を希望する農地がある

場合は、原則、農地中間管理事業による権利設定となります。今回の利用権設定のた

めの書類の提出につきましては、農協の営農企画課へ年明け１月１６日月曜日までに

お願いしております。農業委員の皆様におかれましては、農地流動化の推進にご理解

いただき、利用権設定の更新についてご協力いただきますようよろしくお願いします。 

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。 

 

 

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８のその他の１つめ、安城マルシェの開催案内でございますが、本日お手

元にチラシをお配りさせていただきましたが、来年１月２８日土曜日、２９日日曜日

の両日におきまして、デンパークにおいて安城マルシェを開催します。ご覧のとおり、

様々なイベントを企画しておりますので、農業委員の皆様におかれましてもご家族や

友人をお誘い合わせのうえ、ぜひご来場いただきますようお願い申し上げます。 

続きまして２つ目の次回の予定でございますが、次回農業委員会１月２３日月曜日

に開催となりますが、次回農業振興部会で北部調理場視察及び給食試食を行うため、

変則的な開催となります。正副部会長会に出席される方は、朝早くて申し訳ないので

すが、午前８時４５分から桜庁舎の会議室で正副部会長会を開催いたします。それ以

外の方は９時半までにさくら庁舎前にお集まりいただきまして、９時４５分くらいを

目処にバスにおいて北部調理場へ向かいます。そして、北部調理場到着しまして、視

察を行ったあと１１時半ごろから給食の試食を行いまして、１２時半ごろ農業振興部



会が終了する予定でございます。その後バスでさくら庁舎前まで戻ってまいりまして、

皆様でこちら第１０会議室に移動していただきまして、午後１時から合同部会、１時

半から農地部会を開催させていただく予定でおりますので、お間違えのないようよろ

しくお願いいたします。その他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。 

 

 午後４時１３分、議長は閉会を宣する。 

 


