
 

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 平成３０年３月２２日（木） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時４３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８条による委員数                １４名 

法第１８条による委員数               ２８名 

 

法第８条による委員数                １４名 

法第１８条による委員数               ２５名 

 

杉野 猛 推進委員、本多 茂 推進委員 

稲垣 信彦 推進委員 

 

 

 農業委員会長 杉浦 英彦 

  

 

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、山本主査、今泉主事補 

 

 

８ 浅井 清幸 委員 

９ 太田 良子 委員 

 

 



会議の記録 

 

 午後２時３０分、杉浦英彦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 ８ 浅井 清幸 委員 ９ 太田 良子 委員 

 また、欠席者は １ 杉野 猛 推進委員、１０ 本多 茂 推進委員、２３ 稲

垣信彦 推進委員と報告 

 

 続いて議長は議事に従い、下記の通り議案を上程 

 

・農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の改正について 

 

 上記の議題について、振興係太田主事から次のとおり説明があった。 

 

  農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の改正について説明をさせていただ

きます。 

  まず、この基本構想がどういうものかについて説明をさせていただきますので、

事前送付資料１ページをご覧ください。 

この構想は、農業の経営基盤を強化するため、農業経営基盤強化促進法という法

律がありますが、この法律に基づき、愛知県が農業経営基盤の強化の促進に関する

基本方針を定めることになっています。今回、変更する基本構想とは、この県が定

める基本方針に即して、市町村が定めることができるものです。これらの農業の経

営基盤を強化するための目標や指標を明らかにした基本構想を定めることにより、

市は認定農業者制度や利用権設定といった施策を施行することができるようになっ

ています。 

  それではなぜ、この基本構想を改正する必要があるかと申しますと、基本構想は

県の定める基本方針に即して定めるものですので、２の改正の経緯にありますよう

に、県が基本方針を平成２８年４月に改正したことにより、改正された内容に即し

た基本構想に改正するためです。また、昨年度もこの農業委員会の場で改正をして

いく旨の説明をさせていただき、了承を得て、あいち中央農業協同組合、愛知県西

三河農林水産事務所農業改良普及課とともに、協議を進めてまいりましたが、その

際県からの承認が得られませんでした。今回はその部分も付け加えての変更となり

ます。 

  次に、改正の考え方としては、３にありますように県の改正を踏まえた変更点の

みの改正を行います。 

  それでは、主な見直し内容ですが、２～４ページをご覧ください。 

３ページには一覧表を記載していますが、改正案が表の左側の｢見直し｣、現行が

右側の｢現状｣に記載しています。まず、「効率的かつ安定的な農業経営の年間農業所



得及び年間労働時間目標」でございますが、旧では、家族経営体の「８００万円程

度・１，８００時間程度」、企業的経営体の「１，４００万円程度・１，８００時間

程度」を経営体の形体に係らず「概ね８００万円・概ね１，８００時間」に変更し

ます。ここでの｢概ね｣については、８割を目安としています。８００万円ですと６

４０万円以上を経営体の農業所得の基準とします。 

  続いて、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すが、こちらは認定新規就農者が目指す農業経営の

指標です。４ページにありますように、現行４営農類型に梨とイチジクの専作２類

型を追加します。いままで、梨、イチジクの専作の営農類型がございませんでした。

新規に就農していく農業者の目標を県西三河農林水産事務所農業改良普及課にご協

力いただき、今回の改正に合わせ追加します。 

続きまして、「農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に

関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標」の名称変更ですが、

現状、効率的かつ安定的な農業経営の目標は家族経営体、企業的経営体があり、そ

れぞれ経営指標とする営農類型があります。内容は異なりますが、先ほど説明させ

ていただいた認定新規就農者の営農類型の同じような形であります。その営農類型

がそれぞれ認定に影響をしているところですが、今回の改正により、家族経営体、

企業的経営体の基準が統一されることにより、こちらのものについても変更する必

要があります。家族経営体の営農類型は基幹経営体の営農類型として引継ぎます。

また、企業的経営体の営農類型は基準としては直接使用しませんが、基幹経営体（従

来の家族経営体）の方が更に目指すための指標として残します。 

  次に、効率的かつ安定的な農業経営に対する農用地の利用の集積に関する目標の

改正です。これ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です。これまで平成３２年の目標

を６５％としておりましたが、現在の集積割合は年々増加しており、今回の改正に

当たり目標年度を平成３７年度とし、今後の増加傾向を考慮して目標を現行の「６

５％」を「７５％」に変更します。 

 主な見直し内容としては以上となります。以上で説明を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、次のとおり質問があった。 

 

〇浅井 清幸 委員 

 

私が一番言いたかったことがここに書いてある。参考に言うと、「概ね」を付け

させたのは私だ。担い手のことをもっと考えないと。今経営がちゃんとなされて

いる人の世襲ならこれでいいのかもしれないけれども、本当の意味での担い手が

２５０万円の所得要件があるなら、３年間にわたって１５０万円の補助金返還出

さなくてもいいのではないか。初めの担い手にはもっとレベルを下げてあげない

と潰すことになる。それは前から言っている。各都道府県によってちがう。なぜ



愛知県の言うことに安城市は従わないといけないんだ。日本のデンマークと言わ

れた安城の農務課の担当者がそんな考えでいいのか。単作ではなくこれからは複

合的にやっていかないと無理だ。それを過ぎればいちじくだけでもいいし、いち

じくに転作が入ってもいいではないか。年間の労働の分散を図らないと経営的に

成り立たない。だからこのままの意見を通すというとこは反対する。賛成できな

い。再考願いたい。 

 

〇太田 主事 

 

 法律上、県の基本方針を基にして基本構想を定めることとされていますので、

地域の実情はありますが、県の基本方針に則していない基本構想は認められない

ため、基本構想という段階での変更は難しいとしか申し上げられません。 

 

〇浅井 委員 

 

 では、県の指針を変えればいいのか。 

 

〇太田 主事 

 

 県の基本方針が変更されれば、変更に従って市としてどうするか改めて考えま

す。 

 

〇浅井 委員 

 

その部署名と担当者名を教えてください。私が行きます。質問は以上です。 

 

○杉浦 議長 

 

 浅井委員のお考えは常々お伺いしていますので、お気持ちは非常によくわかり

ますが、安城市としても、県の方へ働きかけを今後も続けていきたいと考えてい

ます。以前、農業委員会独自の意見を言った経緯もありますが、却下された事実

もあります。どれだけ県の方が応えてもらえるかわかりませんが、働きかけはし

ていきたいと思います。 

 

〇鳥居 益夫 推進委員 

 

安城市として、農業をやっていこうという人たちに前向きな考え方でいるのか、

それとも安城で農業をやっていくのはこんなに厳しいですよと指針に示している

のか、その辺をもう少し安城の農業、日本のデンマークと呼ばれた地域で機運を



引っ張って行くんだよというのであれば、もう少しハードルを下げて、もっと農

業をやっていく気持ちのある人を推進していくようにした方がいいのではないか

というのが私の考えである。 

 

〇横山 課長 

 

農務課長の立場でお答えをしたいと思います。市の基本構想の内容につきまし

ては再三委員の皆様からご指摘をいただいている通りでございますが、県の指針

に準拠するということがありまして、最終的に県の指針に沿ったかたちでないと

市の基本構想を容認できないということで今回改正案を提出させていただいてお

りますのでその点ご理解いただきたいと思います。また、市として安城市の農業

をどう考えていくかということですが、市として当然のことながら農業経営者の

方、担い手の方を支援することで市の農業をさらに発展させていくことに関して

は全く曇りはございませんし、今後もその方針で行きたいと思っています。具体

的には、平成２９年度から施行しました安城市食糧農業交流基本計画がその全て

を表しているものでございまして、計画に掲げております各施策を進めて行くこ

とが市の農業振興につながると考えております。また、認定農業者の認定につき

ましては、市の基本構想としては本日農業委員会からの意見を基にして決定して

いく訳でございますが、国の方で認定基準について少し見直しがなされまして、

もう少し認定農業者のハードルを下げていこうという改正がなされます。具体的

には、１つの経営改善計画でもって複数の市において認定農業者になれるとか、

あるいは認定基準について所得要件に一本化されるとか、国の方が緩和してきて

いますので、それを受けて県はどう考えるのか、県の指針を受けて市はどう見直

すか、ということについて今後皆様方に情報提供し、ご意見を頂戴し、市の方針

を決めて行きたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

〇石川 和明 推進委員 

私が感じるのは、この地域は今担い手がたくさん育ってきている。この背景は、

これまでに集落農業構想だったりブロックローテーションだったりと、そういう

ところでは農水省も一目置いてきた安城だった。それがあって今の若い人たちが

育ってきているのだと思う。では、次の２０年３０年を考えた時に、今の計画も

もちろん進めるべきだが、生ぬるいことでは次の世代が育たないなと心配してい

る。２０年３０年先を見据えた大きなビジョンを侃侃諤諤とやっていかないと。

その当時は愛知県だったり市だったりＪＡだったりが一体となってやってきたと

思う。そういうところを今感じることが薄いので、大変心配だと感じている。 

 

再度議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承 

 

・除外申出に係る２７号計画の策定について 



 

上記の議題について、古居専門主査から次のとおり説明があった。 

 

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。別添資料の安城

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、この後の議題にも関連いたしますが、去る２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、平成２３年度に事業完了しました国営新矢作川用水農

業水利事業となっております。 

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少ないと考

えられております。しかしながら法令上の規制としてその事業の完了後、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。 

但し、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す

ることができるようになります。 

今回の案件につきましては、分家住宅ですが、これは農村集落の維持をもたらす効

果のある土地利用であり、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、本日提案させて頂いております。 

説明は以上でございますので、ご承認頂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 

 

・農用地利用計画変更申出について 

 

 上記の議題について、古居専門主査から次のとおり説明があった。 

 

別冊として事前に送付してある資料の１ページ、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３０年２月にありました農用地利用計画の変更申出の

総括表となっています。今回の申出の内訳は、農用地区域からの除外が１３件で、

面積にいたしまして、７，０２１㎡です。 

除外の目的別に見ますと、分家住宅等の建築が１０件、その他が３件となってい

ます。その他３件の内訳といたしましては、グラウンドが１件、太陽光発電施設が

１件、工場の建築が１件となっています。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、３月１５日木曜日に、林茂樹委員と、鈴木貴士

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、次のとおり質問があった。 

 

〇林 茂樹 委員 

現地確認をしたが、番号１３の件で、排水路が現状詰まっていたが確認しても

らえたのか。 

 

 〇古居 専門主査 

番号１３については、現地調査の次の日に行政書士を通じて、委員の指摘事項

及び排水路の維持管理を徹底するよう伝えましたので、よろしくお願いします。 

 

再度議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承 

 

□ 日程第１ 第１１号議案 農地法第３条の規定による申請について １３件 

 

 上記の議題について、佐伯主査から次のとおり説明があった。 

 

事前に送付してある、安城市農業委員会定例会議事日程をご覧ください。日程第

１第１１号議案、農地法第３条の規定による申請についてご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号１０から１９まで及び設４から設６までの計１３件です。 

申請内容は、売買が８件、交換が２件、使用貸借による権利の設定が２件、賃借

権  の設定が１件です。譲受人又は借受人の理由は、農業経営規模の拡大を図る

ためが９件、耕作の便宜を図るためが２件、農耕に精進するためが２件です。譲渡

人又は貸渡人の理由は、相手方の要望によるためが１１件、耕地交換のためが２件

です。 

下限面積要件、耕作従事要件や周辺地域との調和要件など、書類審査や現地調査

などで確認しておりまして、農地法第３条第２項の各号に該当しないため、許可要

件のすべてを満たすと考えております。 

申請面積につきましては、田１４，３３８㎡、畑２，０９３㎡、合計１６，４３

１㎡です。 

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 

 

□ 日程第２ 第１２号議案 農地法第４条の規定による申請について １件 

□ 日程第３ 第１３号議案 農地法第５条の規定による申請について ２３件 



 

 上記議題について、山本主査から次のとおり説明があった。 

 

はじめに、日程第２第１２号議案、農地法第４条の規定による申請についてご説

明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号８の１件です。転用目的は駐車場です。申請面積は、畑

５０１㎡です。 

続きまして日程第３第１３号議案、農地法第５条の規定による申請についてご説

明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号２９から５１までの２３件です。転用行為別に見ますと、

分家住宅が１２件、駐車場が４件、敷地の拡張が３件、店舗及び駐車場が１件、資

材置場及び駐車場が１件、駐車場及び排水敷地が１件、資材置場が１件です。面積

につきましては、田８，４０２㎡、畑４，２９０㎡、合計１２，６９２㎡です。 

それでは、説明案件に移ります。今回の説明案件は受付番号３３です。申請日は

平成３０年３月５日、同日農業委員会受付となっております。賃借権の設定による

転用で、申請人、申請地、農地区分及び許可基準については、お配りした資料１及

び資料２のとおりです。 

事業計画の内容は、賃借人が、賃貸人の所有する田を転用し、店舗及び駐車場を

建築するものです。事業期間につきましては、平成３０年５月より着工し、平成３

０年７月末に完成する計画となっております。具体的な利用計画などについては、

資料３及び資料４をご覧ください。周辺農地等に係る支障の有無についてですが、

隣接農地との境界にコンクリートブロックを設置し土砂の流出を防ぐ計画になって

います。排水計画について、汚水・雑排水は合併浄化槽にて処理後、申請地東側の

既設の雨水管に接続します。雨水については、敷地内側溝及び集水マスにて集水後、

地下雨水貯留槽にて排出量を調整のうえ既設雨水管へと放流する計画となっていま

す。 

その他の許可の要件についてですが、転用行為を行うために必要な資力及び信用

があると認められない場合は許可できないこととなっておりますが、申請者は過去

において違反転用等を行ったことはなく、必要な資金についても決算書にて確認し

ており問題ないと判断しております。 

説明案件を含む４条、５条申請あわせて２４件いずれの転用計画につきましても、

土砂の流出や雨水・汚水の排水処理などについて、周囲農地等への悪影響を未然に

防止する計画となっており、建築許可申請等の他法令上の手続がされていることを

確認しております。 

申請面積１，０００㎡以上の案件については、説明案件のほか５条申請受付番号

３４並びに４８です。別紙地図にて場所のご確認をお願いいたします。 

なお、今回の申請に関する現地調査につきましては、３月１５日木曜日に鈴木貴

士委員と林茂樹委員に行っていただき、現地にて申請書類と農地区分やその許可の

基準等について確認していただいております。 



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 

 

□ 日程第４ 第１４号議案 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願について 

１件 

 

 上記議題について、今泉主事補から次のとおり説明があった。 

 

日程第４第１４号議案、生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願についてご説

明申し上げます。 

今回の証明願は、受付番号２の１件です。買取申出の事由は、疾病により耕作が

不能となったためです。内容審査をした結果、証明をする期日において、買取申出

事由を生じた者が生産緑地法第１０条の規定に基づく農業の主たる従事者であった

と認められます。登記簿面積につきましては、田１，６３６㎡、畑４４３㎡、合計

２，０７９㎡となっております。 

本日ご承認いただきましたら、証明書を発行する予定です。 

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 

 

□ 日程第５ 第１５号議案 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地

利用集積計画（その１）について 

 

上記議題について、議長より次のとおり説明があった。 

 

なお、この議案は、農用地利用集積計画（その１）、次の第１６号議案を同計画（そ

の２）と記載しておりますのは、この議案においては農地中間管理権設定分以外のも

のを審議し、次の議案においては農地中間管理権設定分について審議するからであり

ます。また、この議案では、議事参与の制限を受ける委員がおられますが、まず、議

案の全体説明を事務局にしていただき、その後議事参与の制限を受ける委員のものと

受けないものとを分けて審議いたしますので、ご承知ください。 

 

続いて、今泉主事補から次のとおり説明があった。 

 

日程第５第１５号議案、農業経営基盤強化促進法第１８条の規程による農用地利

用集積計画（その１）についてご説明申し上げます。 

  本日別冊でお配りしました、議案１ページ目の「平成３０年度農用地利用集積計

画 実施総括表平成３０年４月１５日公告分」をご覧ください。 



  新規に設定する面積が４１万８，２９７㎡、期間満了による更新の面積が１８０

万９,７２８．６４㎡、合計２２２万８，０２５．６４㎡です。なお、移転する面積

は７６万５,３９９．０１㎡です。 

  農用地利用集積計画の内容が安城市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構

想に適合し、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考

えます。本日ご承認いただきましたら、４月１５日付けで公告させていただきます。

また、農地中間管理機構によるもの、畑・樹園地利用促進制度によるもの及び農地

利用集積円滑化事業による利用権設定面積は、今回の公告案件を含め４月１５日時

点で、２，１７９ｈａとなります。これにより利用権による農地集積率に換算しま

すと約５９．４５％となります。 

  次ページ以降につきましては、実施総括表の明細でございます。明細表につきま

しては、皆様にご覧いただきたいと思いますが、説明は省略させていただきますの

でよろしくお願いいたします。 

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 

 

□ 日程第６ 第１６号議案 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地

利用集積計画（その２）について 

 

上記議題について、今泉主事補から次のとおり説明があった。 

 

日程第６第１６号議案、農業経営基盤強化促進法第１８条の規程による農用地利

用集積計画（その２）についてご説明申し上げます。 

  平成３０年度農用地利用集積計画の集計表をご覧ください。この利用集積計画は、

農地中間管理事業による農地の貸し付けをおこなうために、まず農地所有者から農

地中間管理機構である公益財団法人愛知県農業振興基金に賃借権等の設定をおこな

うために作成するものです。対象者、設定する土地、及び設定する期間はご覧のと

おりとなっています。一番下の行を見ていただきますと合計が記載されております。

今回、農地中間管理機構に権利を設定する農地は、合計１０筆、面積が１９，８７

０㎡です。 

農用地利用集積計画の内容が安城市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構

想に適合し、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考

えます。本日ご承認いただきましたら、市長名で計画の公告をさせていただきます。 

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 

 

□ 日程第７ 第１７号議案 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条の規定



による農用地利用配分計画案について 

 

上記議題について、今泉主事補から次のとおり説明があった。 

 

日程第７第１７号議案、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条の規定に

よる農用地利用配分計画案についてご説明申し上げます。 

  平成３０年度農用地利用配分計画案の集計表（新規）をご覧ください。農用地配

分計画は、農地中間管理機構が所有者から借り受けた農地を耕作者に貸し付けるた

めに農地中間管理機構が作成する計画です。市は、農地中間管理機構からの依頼を

請け、この配分計画の案を作成することになっており、農地中間管理事業の推進に

関する法律第１９条の規定では、この案を作成するにあたり、必要があるときは、

農業委員会の意見を聞くものとするとされておりますのでご審議をお願いします。 

対象者、設定する土地、及び設定する期間はご覧のとおりとなっています。集計

表の一番下を見ていただきますと合計が記載されております。今回、農地中間管理

機構から耕作者へ貸し付ける農地の面積の合計は１０筆、面積が１９，８７０㎡で

す。先ほどの農用地利用集積計画により農地中間管理機構が所有者から借り受けた

農地の合計とまったく同じになっております。農地中間管理機構が借り受けた農地

をすべて耕作者に貸し付けるということになります。 

本日、農用地利用配分計画案の内容についてご了承いただけましたら、農地中間

管理機構に提出さ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 

 

□ 日程第８ 報告第３号 専決処分について 

 

 上記議題について、今泉主事補から次のとおり説明があった。 

 

日程第８報告第３号、専決処分についてご報告いたします。 

始めに、農地法第４条の届出についてご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号２から１１までの１０件です。転用行為別にみますと、

駐車場の設置が１件、住宅の建築が３件、共同住宅の建築が６件です。面積は、田

３，８１３．５２㎡、畑３，０３３．３０㎡の合計６，８４６．８２㎡となってお

ります。 

続きまして、農地法第５条の届出についてご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号１５から３０までの１６件です。転用行為別に見ますと、

共同住宅の建築が１件、住宅の建築が７件、分譲住宅の建築が２件、住宅、車庫及

び倉庫の建築が１件、宅地用地が３件、資材置場の設置が２件です。面積は、田２，

８９２．４０㎡、畑１，９６６．１８㎡の合計４，８５８．５８㎡となっておりま



す 

続きまして、農地法第１８条による合意解約についてご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号２９から９８までの７０件です。今回、農地法第１８条

の合意解約の申請が多い理由としまして、受付番号３２から８３までの５２件が、

榎前町の工業団地に係る申請のためです。解約事由別にみますと、工業団地に係る

申請は５２件すべて売却するため、その他の１８件の申請につきましては、自作す

るためが５件、他者に賃貸しするためが１件、収用のためが３件、転用するためが

３件、売却するためが５件、自作及び売却するためが１件です。面積は、田１２３，

０２４．４７㎡、畑３４９㎡の合計１２３，３７３．４７㎡となっております。 

最後に、事業計画変更についてご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号１の１件です。変更の事由としましては、所有権移転の

ため、譲受人名義を妻単独名義から夫を加えた夫婦連名に変更する必要があるため

が１件です。面積は、田２１８㎡となっております。 

以上で説明を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、質問は無く了承。 

 

続いて、連絡・報告事項について、島田課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

まず、愛知県農業会議平成２９年度第３回臨時総会が、平成３０年３月２７日火

曜日に愛知県三の丸庁舎で開催されます。会長と事務局島田が出席いたします。 

続きまして、デンパークについて、ここで皆様にＰＲさせていただきます。お手

元に配布したチラシをご覧ください。昨年４月、デンパークは開園２０周年を迎え、

より市民の皆様に親しんでいただける魅力的な公園づくりを目指して、「子どもも楽

しいデンパーク」をコンセプトに風車の広場エリアをリニューアルし、この３月１

７日にオープンしました。 

マーガレットハウス内には、天候に左右されず、幅広い年代の子どもが成長や興

味に応じてのびのびと遊べる室内あそび場を新設し、愛称は公募により「あそボ～

ネ」と命名しました。また、風車の広場には、木登りのようなチャレンジができる、

国内最大級、高さ１２ｍの大型遊具「リーチ・フォー・ザ・スカイ」などの木製遊

具、子ども広場には、自然とのふれあい遊びが体験できるカラフルでかわいい遊具

が勢ぞろいしています。 

このようにデンパーク・風車の広場エリアは、三世代で憩うことのできる開放的

な空間に生まれ変わりましたので、ぜひみなさま足を運んでいただけたらと思いま

す。また、３月１７日土曜日～５月２７日日曜日はフラワーフェスディバルが開催

され、様々なイベントが予定されていますので、委員の皆様もお誘いあわせの上、

是非デンパークへお出かけください。 

続きまして、本日の提出書類につきましては、先月お願いいたしました農業委員

会活動記録簿集計表の提出をお願いします。 



続きまして、本日の配付物は、のうねん３月号をお手元にお配りしましたのでご

活用ください。 

最後に次回の予定でございますが、４月は定例会終了後の研修会で、先日の家族

経営協定調印式の際に行いました「家族農業」に関する講演会で講師の方から紹介

されました、世界の家族農業の多様性と現実、可能性、課題を紹介するドキュメン

タリー映画「未来を耕すひとびと」という映画を上映する予定でございます。また、

委員会終了後の親睦会の会場は「すず岡」でございますので、よろしくお願いいた

します。 

連絡・報告事項は以上でございます。 

 

議長が質疑を諮ったところ、質問なく了承。 

 

午後３時４３分、議長は閉会を宣する。 

 

 

 


