
 

安城市農業委員会議事録（農地・農振合同部会） 

日   時 

 平成２９年２月２２日（水） 

 開会 午後２時３３分 

 閉会 午後３時１５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                ４名 

 

 ６  沓名 正夫  委員  ７ 岩瀬 則雄 委員  

 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、今泉主事補 

 

 

１１ 加藤 まさ江 委員 ２６ 近藤 正広 委員 



会議の記録 

 

 午後２時３３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 １１ 加藤 まさ江 委員 ２６ 近藤 正広 委員 

 また、欠席者は、６ 沓名  正夫 委員 ７ 岩瀬 則雄 委員 

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 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。 

 

 私から農業経営基盤強化促進法に基づく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。資料の１ページをご覧ください。 

 まず、認定新規就農者についてですが、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者のことでございます。今回平成２８年１１月に青

年等就農計画の申請があり、１２月に開催されました安城市地域担い手総合支援協議

会にて申請内容について意見聴取をさせていただきましたところ、適当であると認め

られまして、平成２９年１月１日付けで認定された方が１名いらっしゃいました。今

回ご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

露地野菜で、ナスを中心に今後５ヵ年の計画の中でニンニクやラッキョウなどにも取

り組まれる予定でございます。 

また、今回の認定で安城市での認定新規就農者は今年度９月１日付けで認定された

●●●●様を含めまして資料に記載の通り４名となりました。なお、●●様は１月１

日付けの認定でありますので、本来であれば１月の農業委員会でご報告をすべきとこ

ろですけども、私の事務処理不足によりましてご報告が遅くなりましたことをお詫び

申し上げます。 

以上で農業経営基盤強化促進法に基づく認定新規就農者の認定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、全員異議なく了承。 

 



 

２ 賃借料情報の提供について 

 

 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。 

 

 ２ページ資料２をご覧ください。平成２１年１２月１５日付けの改正農地法の施行

に伴い、標準小作料が廃止されました。それ以降、農地法第５２条に基づきまして、

賃借料の目安となるよう農業委員会が実勢の賃借料を情報提供することになっており

ます。平成２８年の田の１０ａあたり賃借料については、標準額は１３，０００円、

平均額は１２，４００円、最高額は１５，６００円、最低額は３，９００円でござい

ます。なお畑については、取引数が少なく、集計しておりません。集計に用いたデー

タ数は２，４８８件でありまして、農地利用集積円滑化団体による利用権設定及び農

地中間管理機構並びに農地法第３条許可による賃借権設定の筆数でございます。農地

利用集積円滑化団体及び農地中間管理機構が定める賃借料は、米１俵６０キログラム

相当額であり、平成２８年は標準額１３,０００円を基準として、ほ場の面積や条件等

により段階制となっております。また、集計に当たりましては、例えば無償で行う使

用貸借契約の場合や著しく低額、あるいは田んぼで施設野菜をする場合などの高額な

データは取り除いております。本来は、１月から１２月までの１年間の集計といたし

ますところですが、年末に農地中間管理事業により権利設定した賃借料について、翌

年収穫される米価により金額が決定するため、今回は、平成２７年１２月から平成２

８年１１月までの１年間の集計としてとりまとめてございますのでご理解いただきた

いと思います。 

今回の平成２８年の標準額１３，０００円という賃借料情報は、市公式ウェブサイ

トにおきまして、地域における賃借料の目安となるものとして周知してまいります。 

この件につきましての説明は以上です。 

 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

３ 生産緑地の買取希望者の調査結果について 

 

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。 

 

３ページ、資料３をご覧ください。 

先月の合同部会におきまして、生産緑地法に基づき買取り申し出のありました土地

１件につきまして、営農を希望される方が取得できるよう、買取希望者の調査をお願

いさせていただきました。申出地の所在は４ページの位置図のとおり、桜井町の区画

整理地内の１か所１筆で、面積は６６８㎡でございます。調査の結果、買取り希望を

される方がお見えになりましたら、お教えいただきいと思いますので、よろしくお願



いします。 

この件につきましては、以上です。 

 

議長が質疑を諮ったところ、買取希望者はいなかった。 

４ 安城市農地の適正管理に関する指導要綱（案）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。 

 

５ページ、資料４をご覧いただきたいと思います。昨年の３月に農業委員会から市

長に提出されました建議書について、昨年の７月の合同部会でその回答をさせていた

だきました。その中の説明で、遊休農地の雑草除去の条例化については難しいものの、

現在は農業委員会が行っています遊休農地の所有者への指導を農地の適正管理の指導

要綱を制定して、市長部局でも積極的取り組んでいくという説明をさせていただきま

した。現在の遊休農地対策は、農業委員会におきまして年１回、農地パトロールを実

施し、遊休農地所有者へ会長名で指導文書を送付いたします。そして状況が改善され

ない場合には、農業委員さんが直接又は電話指導を行うという流れで行っています。 

 そこで今回、農地適正管理指導要綱を制定しまして、現在の農業委員会の権限によ

る指導に加えまして、市長部局の指導を強化、明文化してまいります。資料５ページ

をご覧いただきたいと思います。具体的には、市長部局は必要に応じて、市環境部局、

保健所、消防など他の行政機関と連携しまして、農業委員及び最適化推進委員ととも

に遊休農地所有者への直接又は電話指導を行ってまいります。そして、資料の網掛け

部分になりますが、指導要綱を制定することで、現在より、指導が強化される項目と

なります。市長権限で税情報や住民情報を入手するなど、不明所有者の所在調査を積

極的に行います。そして、現在は最終段階では行っていない指導文書の送付を、市長

名で交付する形になります。また、同じ市長部局の環境部局と連携をとることで、例

えば農地に隣接した農地以外の土地所有者への指導も円滑に行えるようになります。

さらに、実際の運用としては、長期に渡り所有者と連絡が取れず、指導ができていな

い案件についても、積極的に所有者の所在調査を行うなど、遊休農地の解消に向けた

取組みを強化していきたいと考えております。 

 資料６から７ページの指導要綱（案）につきましては、先月の正副部会長会で意見

をお聞きしたうえで、市の法規担当部局に確認をしていただき作成したものとなりま

すが、ここで訂正をお願いします。７ページの調査等第４条となっておりますが、こ

れは第５条の間違いですので第５条に訂正をお願いします。申し訳ありませんでした。 

それでは６ページに戻りまして、この要綱の第１条につきましてはこの要綱の趣旨

を、第２条は要綱内の用語の定義となっております。そして次の第３条、第４条は、

この要綱の肝となる部分ですので、今から読上げさせていただきます。 

 指導の実施、第３条、市長は、農業委員及び農地利用最適化推進委員が年１回実施

する農地パトロール等により、所有者等が管理不良状態を放置していると認めるとき

は、当該所有者等に対し、雑草等の除去その他の必要な措置を講ずるよう指導するも



のとする。２前項に規定する指導は、農業委員及び農地利用最適化推進委員並びに関

係行政機関と連携し、所有者等に対して文書による通知又は対面若しくは電話による

口頭で行うものとする。確認及び指導書の交付、第４条、前条に規定する指導をした

場合においては、市長は、一定期間の経過後に必要な措置が行われているかどうかを

確認するものとする。２前項の規定により確認を行った場合において、必要な措置が

講じられていないと認めるときは、市長は、所有者等に対して指導書を交付すること

により再度指導を行うものとする。 

 そして今訂正していただきました第５条は調査についての条項となっております。

この要綱案につきまして、もしご意見などがございましたら、その意見をお聞かせい

ただきまして、参考にさせていただいたうえで、最終的な要綱案を決定し、市長部局

の決裁を経て、４月１日から施行したいと考えていますので、よろしくお願いします。 

 説明は以上です。 

 

 

 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 

 第４条の規定の中に、一定の期間の経過後に必要な措置が行われているかどうかと

いうものを確認するとなっておりますが、これはどれくらいの期間で一体誰が担当し

て管理するのか、それ教えてください。 

 

○ 島田 課長補佐 

 まず一定期間ということでございますが、現在のこの農地パトロールのスケジュー

ルから言いますと、一月を目処にその経過後に必要な措置が行われていないか、市長

部局のほうで確認いたしまして、その後、最終的な指導文書は農業委員会の会長名で

も送っておりませんので、それを市長名で市長印を押した形での指導書を送付する形

になります。以上です。 

 

○ 小野内 博 委員 

 ちょっとご質問ですけども、この指導要領で追加になって、何が今までと違います

か。例えば今まで農業委員会で指導していたものが、市の関係者も参加するというこ

とですか。それと、農地法の優良農地の違反の罰則がありますよね。優良農地を放置

した場合に罰則の規定が何かあったと思いますけど、それとの関連はどうなっていま

すか。単なる指導だけが追加されたということだけかね。 

 

○ 島田 課長補佐 

 まずこの指導要綱を制定することで変わることといいますと、今まで農地パトロー

ルから指導まで全て農業委員さんにお願いをしておりましたが、今度は市長部局の市

の職員も一緒になって指導を行ってまいりますし、電話だったり訪問したりという指



導も行っていくことを考えております。罰則といわれるのは、遊休農地で従わない場

合は固定資産税が上がるということの罰則のことですか。 

 

○ 小野内 博 委員 

 すいません。それはちょっと余分なことなのでそれはまあいいとします。 

 ということは、今まで僕も指導するためにやってきたんだけど、市の職員がやって

も結果一緒のような気がするんだけど。何か制裁をしないと何も変わらないんじゃな

いのかなという気がするんだよね。ただ指導する人の人数が増えますというけど、電

話しても出ない、家に行っても出ない、会えない。その本人がどこにいるかもわから

ない、そういう状態で所有者の居場所まで突き止めてくれるということ。 

 

○ 島田 課長補佐 

 先ほども申し上げましたけども、市長の権限で所有者の住民情報だとか、税情報を

使ってですね、そういった不在所有者の所在調査は行ってまいります。 

 

○ 鳥居 益夫 委員 

 先ほど、４条の件につきまして浅井委員から質問がありましたが、事務局の今の答

弁を聞いておりますと、なんかあやふやな回答に思いますが、その点について、もう

少ししっかりとした対応で、文書なり残すこともできるかと思いますが、その点いか

がですかね。 

 

○ 島田 課長補佐 

 文書に残すというのは、要綱にうたうとかそういうことでしょうか。 

 

○ 鳥居 益夫 委員 

 といいますのは、一定期間経過ということで浅井委員から質問があって、これは何

ヶ月だということに対して、１ヶ月ぐらいだとかという回答でございますが、一定期

間ではなくて、ではこの文言を、文書送付後１ヶ月を経過したら次の措置に進むとか、

言葉に表すことは出来ないんでしょうか。 

 

○ 島田 課長補佐 

 その点につきましては、あまりこの要綱で具体的なことをうたってしまうと、それ

に縛られてしまうことになりますので、実際の運用でそこらへんは臨機応変にやって

いきたいと思いますので、例えば１ヶ月で長すぎるのであれば２週間、３週間という

形で指導していくことも考えておりますので、その辺はちょっとご理解いただきたい

と思います。１月と規定してしまうと、それに縛られてしまいますので。いずれにせ

よ、農地パトロールの時期も決まっておりまして、県への報告時期も決まっておりま

すので、それまでには一通りのことを終わらせる必要もございますので、ここは２ヶ

月３ヶ月と長期間になることはございませんのでご理解いただきたいと思います。 



 

○ 鳥居 益夫 委員 

 要は昨年事務局を含めて色々検討した建議に基づいて市長名で指導がおこなわれる

と私は解釈しているわけですが、これだとあまりにも過去と変わらないのではないか

なととれてしまうものですから、その辺もう少し厳しいということが言いにくいかも

しれませんが、なんだかの見える形であっても然りじゃないかなと思いますが、もう

一度回答を願います。 

○ 島田 課長補佐 

 非常に苦しいというか、本当は条例で制定して罰則だとか強制執行だとかそういう

ことを目論んでおったのですが、結果指導要綱ということになりまして、要綱という

ものでございますと、なかなか指導だとか勧告だとか強制執行ということがうたえな

いものですから、ちょっとこのような表現になっておりますが、今後は当然農業委員

会事務局、市長部局の職員も力を合わせて農業委員さん、最適化推進委員さんと一緒

に遊休農地解消に努めてまいりたいと思いますので、申し訳ありませんがご理解いた

だきたいと思います。 

 

○ 鳥居 益夫 委員 

 要はですね、建議を作った過程でですね、もう少し建議としては重い罰則を与える

という風に我々思っていたわけですが、色々説明の中で一気に指導文書を引き上げる

ということはなかなか難しいということで、妥協した中、市長名で確認し指導すると

いうことを思うと、ものすごく我々委員会としては妥協した経緯がありますので、こ

れに対してこれだとなんら過去と市長の名前でただ文書を送ったに過ぎないという風

になりますが、これで要は文書を受け取った場合の地権者にとって、重く感じると思

うでしょうか、いかがでしょうか。 

 

○ 島田 課長補佐 

 市長名で公印をついた形での指導文書を送付する予定でおりますので、いくらかの

効果はあるのではないかと考えております。ただ、今までと何もかわらないじゃない

かと言われると心苦しいですが、本当に市長部局の職員もですね、不在者の所在調査

だとか、いろんな関係機関とも連携して一緒に遊休農地解消に力を入れていきたいと

思いますので、申し訳ございませんがご理解をいただきたいと思います。 

 

○ 鳥居 益夫 委員 

 では、今後変わることを期待しまして、質問を終わります。 

 

○ 横山 課長 

 浅井委員、そして小野内委員、そして鳥居委員、貴重なご意見ありがとうございま

す。今回の指導要綱の制定の背景は、今ご意見あったとおり建議がきっかけとなった

ものでございます。この建議あるいは要望への回答の中で、条例化の難しさについて



はご答弁申し上げたとおりでございまして、市として遊休農地を解消する、是正する

一つの解決策として今回の要綱を作ることによって、市長の権限でもって、強く関与

していくんだと、遊休農地を減らしていくんだという一つの市としての決意といいま

すか、姿勢の表れだということでご理解いただきたいと思っております。その効果如

何につきましては、この運用をいかにして市として取り組んでいくかというところで

左右されるかと思っておりますので、細部につきましては新年度決めていく中で、こ

の要綱に基づいてより強固な運用が出来るように、農務課として取り組んでまいりま

すので、何卒ご理解ご協力をお願い申し上げます。以上でございます。 

○ 榊原 喜榮子 委員 

 今本当に課長さんからの回答をいただいて本当に期待するところなんですけども、

私たちやはり建議として、皆さん委員の方も本当に何回かに渡ってやってきて、要綱

という回答をいただきまして、今日ここに案として議案が出てきたわけなんですけど

も、なんらかの形でやはり市長名で不在者の方を探す。そして市部局の職員が現場に

出向いて動いていくという説明をいただきました。そういったことが言葉だけでなく

現場において、実際に有効に行動を起こしていただいて、次年度まず１年の経過を見

て、やはり最終的には遊休農地が解消すればどんな形でも結果論としていいことです

ので、まずは１年今言われたように、私も動いていただけることをとても期待します。

ありがとうございます。 

 

○ 石川 和宏 委員 

 具体的にいわゆる私たち農業委員と一緒になって指導していただける人をこの場で

役職なりを挙げていただきたい。例えばこれからこういう人を想定しているなら、そ

れを聞かせていただきたいです。 

 

○ 島田 課長補佐 

 実際に農業委員さんと一緒に指導する者といたしましては、現在の農地パトロール

におきまして、農地係の職員を各地域ごとに担当として割り振らせていただいており

ますので、そういった形で担当になった者が一緒に指導する形になります。 

 

○ 石川 和宏 委員 

 それ以外の人はまだとりあえず考えられていないということですか。 

 

○ 島田 課長補佐 

 今のところはそれでやってみようということでいます。 

 

○ 浅井 清幸 委員 

 再度質問をいたします。実際遊休農地の指導にお邪魔したお宅でですね、今年度お

尋ねした中には、痴呆症になられて病院に入られていると。お一人で住んでみえて、

屋敷も荒れ放題、それに隣接した農地も荒れ放題になっている。それをお願いにいこ



うと思っても、息子さんの居場所がわからないと。町内会に行ってお話して、町内会

のほうから連絡をとっていただいたら、お身内の方が近くに住んでみえて、屋敷もき

れいに全部切られて、農地はナシもあったんですがそれも切られて耕運もしていただ

いたという経緯がありました。もう一件、その５０ｍくらい離れたところで、私がや

るから私がやるからといってみえるだけで、全然対応されない。隣の人がうちがやろ

うかっていっても、やめておいてくれ私がやるから。実際そういうところに何度指導

にいっても、その堂々巡りで終わってしまう場合があるんです。今回どういう指導を

するかということなんですけれども、確かに市長名で文書を出していただくのもいい

んですけれども、出来ればシルバーのところへお願いして草刈をすると、どれだけの

費用でこういう作業をしてもらえますよとか、あるいは近隣の営農さん、町内会を通

じて営農さんにお願いするとこれくらいでこういう対応が出来ますよとか、そういう

アドバイス的なことをかなりこれからしていかないと、非常に難しいのではないかと

今年つくづくそう思いました。さらにいえば、明治用水だとか固定資産税とか払って

みえるわけですよね。遊休農地といえども。だから極端なことを言えば、市が市長名

でそういう文書を出して、いつまでにきれいにしなさい、除草しなさいという文書を

出されて、それが無理ならシルバーさんを使って、あるいは営農さんを使って㎡これ

だけの費用で処理をします。それを請求しますというような体制をこれから考えてい

かないと、本当に難しい状態になるんじゃないかと危惧しますのでご一考願いたいと

老婆心を持ちまして意見とさせていただきます。 

 

 

議長がその他の質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

５ 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。 

 

先月の農業委員会におきまして、説明及び配布をさせていただきました平成２８年

農業委員会報告書でございますが、今回お手元に再配布させていただきましたので、

１７ページをお開きいただきたいと思います。先月配付しました報告書には記載され

ていなかった、平成２７年度から２８年度にかけて行いました建議活動の報告のペー

ジを追加させていただきましたので、今回改めて配付させていただきました。２８年

農業委員会報告書というちょっと分厚い冊子でございますが、お恥ずかしい話でござ

いますが、皆様にやっていただきました建議活動の報告のページが抜けておりました

ので、今回追加させていただきまして、再配布させていただきましたので、恐れ入り

ますが先月配付しました報告書は廃棄していただきますようお願い申し上げます。こ

の農業委員会報告書につきましては昨年度に引き続きですね、今年度も再配布となっ

てしまいまして、誠に申し訳ありませんでした。 

 続きまして、２つ目女性農業委員活動推進シンポジウムについてでございますが、



３月９日木曜日に東京都千代田区で開催されますので、女性農業委員様に出席をして

いただきまして、事務局職員の佐伯が随行いたします。 

その他の３つ目、農業委員活動記録簿集計表の提出についてということで、資料の

８ページ、資料５をご覧ください。農業委員活動記録は、農業委員が実際に活動して

いることを証明する資料として重要なものとなってございます。昨年９月の農業委員

会におきまして、活動記録帳と１０ページの月別の農業委員活動記録簿及び１１ペー

ジにございます年度集計表をお渡しました。その９月の農業委員会でお話ししており

ますが、２８年度分として昨年４月から今年３月までの１年間の活動記録の件数をと

りまとめていただきまして農業会議へ報告することになっております。９月にお渡し

したＡ３の集計表を本日、改めてお手元に二つ折りにして配布させていただいており

ますので、活動実績の集計に当たりましては、１日活動は１件、半日の活動は０．５

件として集計していただきまして、次回３月２２日の農業委員会においてご提出して

いただきますようお願いします。 

続きましてその他の４つ目、次回予定でございますが、次回は３月２２日水曜日午

後１時半から談話室において正副部会長会、２時半から第１０会議室で農地・農振の

合同部会、３時から同じく農地部会、４時から第１０会議室となっておりますが、実

際にはＪＡの多目的総合集出荷場を視察いたしますので、会場はＪＡになりますが、

農業振興部会を４時から開催の予定でございます。次回の農業振興部会の市のバスを

用意いたしまして、ＪＡの多目的総合集出荷場を視察いたしますので、その際、南の

方の方ですとご自分の車で行くこともできますが、バスに乗って行かれる方とちょっ

と把握しておきたいものですから、この場でバスを利用して農協まで行かれる方は挙

手をお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

最後に、次第にはございませんが、年明け１月１６日月曜日から２月１５日水曜日

にかけて行いました、次期農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集結果を報告さ

せていただきます。農業委員は定数１４人に対して、推薦９人、このうち認定農業者

が８人でございます。あと応募５人の合計１４人。農地利用最適化推進委員につきま

しては定数２８人に対しまして、推薦２８人、応募１人の合計２９人となりました。

したがいまして農地利用最適化推進委員は２９人の候補者の中から２８人を選考する

ことになります。農業委員及び最適化推進委員選考のための評価委員会は、３月中に

行う予定でございます。なお推薦及び応募の結果につきましては、市公式ウェブサイ

トに公表しておりますので、ご覧いただきまして、またご承知いただきまして、もし

地元とかでお問い合わせがありましたらご案内いただきたいと思います。 

その他については以上となります。 

 

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 午後３時１５分、議長は閉会を宣する。 

 


