
 

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 平成３０年１２月２５日（火） 

 開会 午後４時００分 

 閉会 午後５時００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                １３名 

法第１８条による委員数               ２７名 

 

浅井 清幸 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、野畑事務局課長、岡田係長、古居専門主査、 

山本主査、石川主事、今泉主事 

 

 

３  加藤 まさ江 委員 

４  黒柳 幹保  委員 

 

 



会議の記録 

 

午後４時、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 

  議事録署名者は ３ 加藤 まさ江 委員 ４ 黒柳 幹保 委員 

  また、欠席者は ９ 浅井 清幸 委員、３ 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 

 

□ 日程第１ 第５３号議案 農地法第３条の規定による申請について 

 

 上記の議題について石川主事から次のとおり説明があった。 

 

日程第１第５３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４５から４９、設８の計６件です。 

申請内容は、売買が５件、使用貸借による権利設定が１件です。 

譲受人の理由は、農業経営規模の拡大を図るためが５件、農耕に精進するためが１

件、譲渡人の理由は、相手方の要望によるためが３件、生活資金充当のためが２件、

手間不足のためが１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８，７３１．００㎡、畑１，６３８．００㎡、合計１０，

３６９．００㎡ 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５４号議案 農地法第４条の規定による申請について及び日程第３ 

第５５号議案 農地法第５条の規定による申請について 

 

 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。 

 

 それでは、日程第２第５４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１９から２１までの３件です。転用目的は、分家住宅が２

件、住宅敷地の拡張が１件です。申請面積は田が４１７㎡、畑が２５９㎡、合計６７



６㎡です。 

続きまして日程第３第５５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１６８から１９４までの２７件です。転用行為別に見ます

と、分家住宅が１７件、店舗が１件、工場が１件、駐車場が３件、資材置場が１件、

太陽光発電所が１件、粘土採掘場が３件です。 

面積につきましては、田２３，２２５㎡、畑６，６５０㎡、合計２９，８７５㎡です。 

 今回の説明案件は農地法５条申請の受付番号１８６及び１８７です。 

申請日は平成３０年１２月５日、同日農業委員会受付となっております。受付番号１

８６は所有権の移転、１８７は使用貸借権の設定による転用で、権利の種類が異なる

ため、１件の分家住宅を建築するための転用ではありますが申請は２つに分かれて提

出されております。 

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。 

受付番号１８７のとおり、母親の農地に息子が分家住宅を建てたいとのことですが、

申請地だけでは都市計画法上の接道を確保できないため、受付番号１８６のとおり一

部隣接農地を買い取る計画です。 

事業期間につきましては、平成３１年２月より着工し、平成３１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。 

一般に分家住宅敷地は５００㎡未満まで認められているため、都市計画法上の分家

住宅敷地としては８７－１（４８０㎡）と８６－５（１８㎡）で合計４９８㎡になり

ます。 

しかし資料３をご覧いただくとわかるように、進入路に対し前面の接道は角度がつ

いており、自動車等で敷地内に入ることが困難であるため、８６－６（１０㎡）を加

えて転用し利便性及び安全を確保しております。 

周辺農地等に係る支障の有無についてですが、隣接南側に農地が残るため、敷地境

界にコンクリートブロックと小堤を設置し、農地への影響を防ぐ計画になっています。

排水計画について、汚水・雑排水は下水道に接続し、雨水については地下に浸透させ

る計画となっています。許可後は、前述のとおり遅滞なく申請農地をその用途に供す

る予定です。 

また、申請者は資金計画についても支障なく、転用行為を行うために必要な資力が

あると判断しています。 

説明案件を含む４条、５条申請あわせて３０件いずれの転用計画につきましても、

土砂の流出や汚水・雨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、受付番号１７６、１９２、１９３、

１９４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、１２月１７日月曜日に江川攻

委員と太田良子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。 

 

ここで現地調査をされました、江川、太田両委員に各案件についてお気付きの点が

ありましたらご発言をお願いします。 

 

〇江川 攻委員 

 

 ８番の江川攻です。それでは除外の方も含めて感じたことを報告させていただきま

す。１２月１７日現地調査に出かけたわけでございますが、除外の方そして４、５条

関係合わせて全部で５５件だったかな。５３件ですか。大変多くありまして、８時４

５分から４時１５分までみっちり実施しまして大変充実しました。ということをまず

申し上げておきまして、今回特に感じたのは、農振除外の申請の方で、大変大型の面

積の広い転用が目立ったように思います。特に、国道２３号線の高棚福釜インターの

安城寄りの方、あるいは県道の５６号線沿いや、国道１号線が中心でございますが、

工場あるいは駐車場の予定というように、非常に広い面積の転用除外の申請が出てい

ると思いました。 

それから、交通、要するに大事な道路の周辺ではございませんけれども、大企業の

駐車場、そして大型病院の駐車場などの非常に面積の大きい除外が目立ちました。表

にありますが、大型の転用だけで全部で４ｈａ以上あり、大変多く感じました。こう

やって農地が失われていくのだなあと感じました。 

以上です。 

 

〇太田 良子委員 

 

 ５番の太田良子です。江川さんが言われたように、同じことを感じております。昨

年の７月に認定されまして、８月に第１回目の現地調査に行きまして、これで４回目

ですけれども、今回は初めて丸１日回らせていただきました。職員の皆様は本当に大

変だと感じ改めてお疲れ様でしたという感じでした。 

１番初めに回らせていただいた時に、本当に何もわからないまま、書類の見方もわ

からないまま回ったわけなんですけれども、その時に初めに思ったのは、一月の間に

こんなにも田んぼや畑がなくなっていくのかというショックで心臓がどきどきするよ

うな思いをしたのを覚えております。 

そして、今回が４回目の現地調査で、初めての丸一日ということなんですけれども、

先程江川さんが言われたように、大きな道ができれば、大きな会社がくる、そして大

きな駐車場ができて、本当にたくさんの畑や田んぼがなくなるのが本当にさみしいな

という風に思いました。 



そして今回私が回って気になったのは、幼稚園のそばに会社の駐車場を、田んぼを

埋め立てて作るという申請だったんですけど、広い道路がありますが、そちらから出

入りするとういことだったんですけど、今みんな抜け道ということで、細い道を通ら

れる方が多いので、その幼稚園の前を通るんじゃないかとちょっと心配になりました。 

そして、もう一つ、分家ですけれども、今回とても多くて、その中でも娘さん、女

の人の分家がすごく多いということで、私たち古い人間からすると、女の人が分家に

出してもらえるなんて、そんなことあんまり聞いたことなかったものですから、その

ために田んぼや畑が少なくなっているというのは本当にびっくりしています。 

 分家も狭い道で車が１台通れるか通れないかくらいのところに作ることがあるよう

ですが、ここに大きな重機が通れるのかと職員さんと心配したくらいのところに家を

建てるというのは、不便だろうなと思いました。 

４回現地調査させていただいて、未熟な私が感じたのは、これから安城の市民の皆

様が日本デンマークと呼ばれた安城というのを忘れてしまうのではないかと少し不安

になりました。 

以上です。 

 

事務局から補足する点があればお願いします。 

 

〇山本主査 

 

 お二人に関しましては、１日にわたる現地調査ありがとうございました。江川委員

の言われた大規模案件、転用の案件ではなく、まず除外というところで、このあとご

説明をさせていただきますが、除外の案件で大型案件が多かったとうい点についてで

ございますが、委員の言われるように、今回物流系の倉庫が１件、これは北部の名古

屋岡崎線、新しい県道沿いに１件、それから２３号線の高棚福釜インターのすぐ近く

に大きな工場が２件、ということで、この３件が大きな面積だったかなと思います。

委員が言われるように、物流系であったり、コンビニなんかの沿道サービス系の施設

でありますと、どうしても都市計画法、農地法、それぞれの法律的にもですね、他の

施設を作るよりは、法の規制としては低い、建てる側からすれば建てやすいのが現状

でございます。 

今回の物流倉庫も名古屋岡崎線沿いにあって、既にこの道路沿いには多くの店舗で

あったり、物流系の施設が多く進出しております。先ほども述べたとおり、国道や県

道沿いはよっぽど許可が下りてしまいます。その施設の特性を考えれば致し方ない部

分もあるかもしれません。 

また、福釜町の大型の工場２件の新設についても、安城市で策定している都市マス

タープランにおいても、インターのすぐそばということで、工業系の拡大市街地に指

定されている、ということを合わせて２３号線のそばにあるということで、こちらも

都市計画法、農地法、ともに規制が他の場所に比べて低いということになっておりま

すので、そういった一部致し方ない部分はあるのかなと思います。 



しかし、規制が低いからと言って、農地法上なんでもいいというわけではございま

せん。農業委員会としましては、境界対策、排水対策などの周囲の農地への影響の有

無や、そもそもの農地転用の規模が適正かどうか、もちろん信用に足る転用行為なの

か等、その他の基準といったものもあるので、そういったところで地元の町内会です

とか農業委員さん、推進委員さんのみなさんと、こういった相談というのはかなり前

から窓口にもあるものですから、その段階からお話をしながら適正な規模での判断を

していきたいなという風に考えております。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第４ 報告第１２号 専決処分について 

 

 上記の議題について今泉主事から次のとおり説明があった。 

 

 日程第４ 報告第１２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２９及び３０の２件です。転用行為別に見ますと、診療所の建築が１件、敷地の拡

張が１件です。面積は、畑３５７．９㎡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１０１から１１３までの１３件です。転用行為別にみますと、分譲宅地用地が

２件、住宅の建築が４件、駐車場の設置が１件、共同住宅の建築が６件 です。面積

は、田２，５５６．００㎡、畑５，３１１．９３㎡の合計７，８６７．９３㎡となっ

ております。 

農地法５条の申請の中でＮｏ.１０５から１１０まで同じ土地の申請となっており

ます。こちらは、アパートが建っており、その部屋一室一室に対して地上権設定を行

っているケースとなっております。その為、転用行為といたしましては共同住宅を建

築した際に行った行為のみとなっております。こういった申請は、登記が田のまま変

更されておらず、農地転用申請にて所有権移転を行うケースの場合に起こります。登

記が農地のため、このような申請がなされました。 

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１６８から１８０までの１３件です。解約事由別にみます

と、自作するためが２件、労力不足のためが１件、転用するためが２件、収用するた

めが３件、売却するためが４件、他者に賃貸しするためが１件です。面積は、田 ２

０，０８７．２２㎡、畑 １，３０６．００㎡の合計 ２１，３９３．２２㎡となっ

ております。 

続きまして、農地法第４条の確認願についてご説明申し上げます。今回の申請は、

受付番号２の１件です。転用の事由としましては、農業用倉庫を建築したためが１件

です。面積は、畑５８㎡となっております。 

続きまして、現況証明願についてご説明申し上げます。今回の申請は、受付番号４



の１件です。申請地は、昭和２５年建年の住宅が建っており、現在も利用中 です。

面積は、田１８．００㎡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６の

１件です。変更の事由としましては、通路の一部と併せて採掘場を追加し、同時に一

時転用の許可期限を１年４ヶ月延長するためが１件です。面積は、田 ９，８３０．

００㎡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、全員異議なく了承。 

 

続いて、議長は協議・依頼事項に従い、下記の通り議案を上程 

 

・農用地利用計画変更申出について 

 

 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。 

 

 別冊として事前に送付してある資料の、農用地利用計画変更申出総括表と、本日お

配りした「農用地利用計画変更申出総括表」ご覧ください。 

 これは平成３０年１１月に申出の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２１件、農業用施設用地への用途変

更が２件で、合計面積は４４，６１８.５㎡でしたが、そのうち用途変更１件について、

先週１９日に計画変更のため取下願いが出されました。正しくは、本日配布しました

資料の、用途変更１件、合計面積は４４，４９８.５㎡となります。 

除外の目的別に見ますと、分家住宅等の建築が９件、駐車場用地が６件、その他が

６件となっています。その他６件の内訳は、住宅敷地の拡張や店舗・工場の建築とな

っています。 

用途変更については、先程も話した通り 1件取下げになっていますので、農業用倉

庫の建築が１件となっています。 

なお、現地調査につきましては、１２月１７日月曜日に、太田良子委員と、江川攻

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、全員異議なく了承。 

 

続いて、連絡・報告事項について次のとおり説明があった。 

 



１ 認定農業者の認定について 

 

 上記の報告事項について神谷主事補から次のとおり説明があった。 

 

 資料１、１ページの認定農業者の認定についてご覧ください。 

 表にありますように、過去５年間の認定農業者の認定状況を記載しております。最

新のものが平成３１年度の１月１日現在の数字になります。内訳を説明させていただ

きますと、新規認定が２件、五ヶ年経過したことによる再認定が１２件、認定期間満

了によって五ヶ年終わった後の不更新が１件、変更の申出が３件、経営移譲等で取り

消された方が１件、計１５９件ということで、昨年の同時期と増減がない１５９件と

なっております。 

 また、参考として下に認定農業者数の内訳ということで、類型別のものも記載して

おりますので、参考にしていただけたらと思います。 

 今年の認定農業者の傾向としましては、年齢が比較的若く、５０歳前後の方の更新

が多かったので、今後も引き続き安城で農業を営んでいってくださる方が多いと感じ

ています。 

 また、平成３２年１月１日までの更新の方が５０件ちかくみえますので、来年は経

営移譲等が多いかなと思いますが、その際は適正なチェックを行って認定を行ってい

く予定であります。 

 説明は以上です。 

 

２ 認定新規就農者の認定について 

 

 上記の報告事項について岩永主事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２ページをご覧ください。 

認定新規就農者とは、新規で農業経営を始めた又は始める予定の農業者の内、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

ヶ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方のことでご

ざいます。 

今回、平成３０年５月に青年等就農計画の申請があり、６月に開催された安城市地

域担い手育成総合支援協議会で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、平成３０年７月１日付けで認定された方が１名いらっ

しゃいましたので、ご紹介させていただきます。 

和泉町にお住まいの●●●●様で、営農類型は露地野菜です。お住まいは和泉町です

が、経営農地は城ケ入町でございます。 

●●様を含めて、安城市での認定新規就農者は、資料に記載のとおり累計で９名と



なりました。 

以上が、簡単ではありますが、「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」の報告となります。 

 

続いて、別紙「新規就農者の紹介について（訂正）」をご覧ください。先月開催の農

業委員会にて、先週１２月１８日に開催されました今年度の新規就農者激励会の対象

者となる方をご報告しましたが、うち●●●●様及び●●●●様２名のご年齢に誤り

がありましたので、記載のとおり訂正の上、お詫び申し上げます。大変申し訳ありま

せんでした。 

以上で、私からのご報告を終わります。ありがとうございました。 

 

３以降の連絡・報告事項について岡田係長から次のとおり説明があった。 

 

３遊休農地・違反転用農地の指導結果についてでございますが、まず、農業委員及

び推進委員の皆様におかれましては、長期間にわたる調査及び指導にご協力をいただ

き、大変ありがとうございました。本日は、その結果についてご説明をさせていただ

きます。 

では、３ページ、資料３をご覧ください。始めに、遊休農地につきましては、今年

度は対象となる８１筆、５２，８７１㎡の所有者に指導文書を送付いたしました。こ

のうち、指導により改善された面積は２６，０９０㎡でしたので、解消率は４９％で

ございました。一方、未改善の農地は２６，７８１㎡ですので、市内の総農地面積の

３，７０１ｈａに対する未改善農地の割合は０．０７％という結果となりました。昨

年度との比較では、指導対象の遊休農地の面積は大幅に減少しており、かつ、未改善

の農地の面積も減少しておりますので、全体としての実績は、昨年度を上回るもので

あったと言えます。 

ではここで、８ページの真ん中当たりの、「今年度」と書かれた集計欄をご覧くださ

い。この表では、面積に加えて筆数でも昨年度との比較をすることができますが、２

段目の「うち新規農地」という区分を除いて、ほかの３つの区分では、筆数が昨年度

とほぼ同等になっています。つまり、面積はだいぶ減っているのに筆数はほとんど変

わらないということになりますので、これはその下の、田と畑の内訳を示す表からも

わかることですが、今年度は１筆当たりの面積が小さい畑地のような農地が指導対象

となる割合が非常に高かったということになります。 

このことは、田については担い手への利用集積が順調に進む一方で、代替わりなど

で耕作できなくなる畑地などが増えつつあるという本市の現状を表しているとも言え

ます。その点、今年度は指導文書を送付する際に、併せて所有者の意向確認を行うと

いう新たな試みを開始したということもありますので、その際に貸付けの意向を示さ

れた方に対しては、適正管理についての指導とともに、畑・樹園地お見合いシステム

の活用を促すなどの対応を積極的に図ってまいります。 

ちなみにですが、８ページの下の内訳という表の右側には、小さな表で解消率を比



較したものが付けてございます。先ほどご説明いたしましたとおり、面積では４９％

と、解消の実績が半分に満たなかったという印象がありますが、筆数でみた場合には

これが５７％となりますので、面積は比較的小さくても、例えば、所有者が市外に住

んでいて指導が難しい農地などについても効果的に改善が見られたということの表れ

とも言えます。 

したがいまして、これもひとえに農業委員及び推進委員の皆様が、地道に遊休農地

の発生防止や解消に向けて取り組まれたおかげと、事務局としても深く感謝申し上げ

ます。 

 なお、今の時点で改善又は改善の見込みが確認できなかった農地、すなわち、４ペ

ージから８ページまでのリストの一番右の列の、「指導の要否（最終）」という欄に「要」

と記載されたものにつきましては、その後の状況を１月中に再度事務局で確認した上

で、状況が変わらなければ、「安城市農地等の適正管理に関する指導要綱」に基づきま

して、市長名で再度所有者あてに指導文書を送付いたします。 

 では、３ページに戻っていただきまして、次に違反転用農地につきましては、今年

度は１０２筆、８１，９８１㎡で、違反転用率にして０．２２％でしたので、いずれ

も昨年度より良好な結果となりました。 

また、特に今年度は、違反転用農地の解消が難しい状況にある中で、２件について、

面積にしまして１，４４１㎡が解消されるという成果に結びついておりますので、そ

の概要についてご説明いたします。では、１０ページをご覧ください。まず１件は１

６番で、こちらは長年指導を続けてきた案件ですが、適正な手続により転用許可に至

ったものです。次に、９ページをご覧ください。こちらは、今年度新たに対象となっ

た１０番の案件ですが、地区担当委員のご尽力により農地への復旧等が完了したもの

でございます。 

こうした事例は今後の活動の参考になると思われますので、ここで、１０番の案件に

ついて実際に是正指導に当たられた委員のお一人である、小野内推進委員に、経緯な

どを若干ご説明いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

〇小野内推進委員 

 

 今回の事例は、私の思い込みと地権者の認識不足という風に考えております。場所

につきましては周囲が住宅と大きな梨園、さらに運輸会社のトラックターミナル、そ

れから小さな公園に囲まれた場所でございまして、地目は田んぼで広さは約３，００

０㎡、その半分は農業用倉庫と水田が引かれています。残りが、寒冷紗で覆われた俗

に言うしいたけ栽培になっておりまして、以前そこでしいたけ栽培をされていて、そ

の前に作業用の車両が止められる駐車場が約２５０㎡ありまして、これが今回問題に

なりました。 

 内容につきましては、問題となりました場所は私共が見ても寒冷紗でしっかりと覆

われていましたので、しいたけ栽培をやっているのではないかという認識でした。こ

の駐車場が最近になりまして、付近の会社の事務員さんが数台利用し出したというこ



とも確認していましたけども、スペース的に広いので、空きスペースの有効利用では

ないかということで疑問には感じていましたけど黙認してまいりました。 

問題となりましたのは、今年の６月頃にある情報が入りまして、この駐車場が正式

にその会社に駐車場として貸し出されるのではないかという情報が入ってきました。

そのため、すぐに調査に入りまして駐車場として貸し出す場合は完全に違反転用であ

ると判断しました。すぐさま農業委員と連携をとり、地権者に直接違反内容の説明を

し、理解していただいて、暫定として、果樹園として果実を植えていただいて、駐車

場を廃止したと、それから将来は、すぐ隣で田んぼをやってみえますので、それと続

けて水田に復旧するという回答もいただきましたので、あとはそれを確認するという

状態になっています。 

総括としまして私が感じたのは、農業者の世代交代、このしいたけ栽培は旦那さん

がやってみえて数年前に亡くなり、その奥様が後を継いでいますが、農地法の理解が

継続されていないということもありまして、今後も他の所でも突然の世代交代があり

得るということで、今後とも我々農業委員のパトロールや指導が必要だと感じました。 

以上です。 

 

ありがとうございました。ただ今ご説明いただきましたとおり、遊休農地及び違反転

用農地の解消に向けましては、農業委員及び推進委員の皆様の日頃の継続的で地道な

指導等が必要でございますので、引き続き事務局と一体となり、ご協力をいただきま

すようお願い申し上げます。そして、今後も活動をする中で困り事などがございまし

たら、何なりと事務局へご相談ください。 

 なお、大変遅くなりましたが、８月の農地パトロール及び１１月の是正指導等を行

い、事務局に実積報告をいただきました農業委員及び推進委員の皆様には、予算の範

囲内という制限があり大変申し訳ございませんが、今年度の活動に対する手当てを１

２月中にお支払いする予定でございます。 

 この件についての説明は以上でございまして、続いて、４ 平成３１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ご説明いたします。 

資料は特にございません。ちなみにこの利用権設定というのは、簡単に申し上げま

すと、農業経営基盤強化促進法に基づきまして、基本的にはＪＡが仲介役となり、経

営規模を拡大したい農業者と農地所有者との間で、農地の貸借等の権利を設定し、農

地の有効利用と農業振興を図ることを目的とするものです。 

なお、現在国が農地の貸借に関する制度の総合的な見直しを進める中で、この仕組

を廃止して、いずれは農地中間管理事業に一本化することを検討しているとの情報が

ありますが、まだ決定した事項ではありませんので、来年度に関しましては、例年と

同様の事務を実施することになります。したがいまして、農業委員及び推進委員の皆

様には、地元でこの件についてのご相談等を受けられましたら、ＪＡ又は市農務課を

案内していただきますようお願いします。 

そして、今回すでに土地所有者及び耕作者にご案内した手続の内容といたしまして

は、現在設定されている利用権が満了する農地の権利の期間を更新するもので、更新



後の利用権の開始日は平成３１年４月１５日又は６月１５日、期間は３年、６年、１

０年のいずれかとなります。ただし、新規で権利設定を希望する農地がある場合は、

原則として、農地中間管理事業による権利設定に誘導することとしております。 

また、手続に関する書類は、平成３１年１月１６日（水）までにＪＡの各支店へご

提出いただくようご案内しております。 

 この件については以上でございまして、続いて、５ 本日の提出物でございますが、

先月の定例会でお配りいたしました、特別研修会のテーマに関する質問票の提出期限

が本日となっておりますので、質問事項等がある方におかれましては、ご提出いただ

きますようお願いします。 

次に、６ 配付物でございますが、今月は、全国農業新聞の購読啓発等ちらし、及

び啓発用品をお配りいたしました。また、デンパークの年間パスポートを購入されな

かった方には２，４００円を返金させていただきましたので、ご確認くださいますよ

うお願いします。 

 最後に、７ 次回予定でございますが、次回は、１月２２日（火)午前１０時    

災害対策本部室にて運営委員会、午前１１時から第１０会議室にて定例会、               

お昼休憩を１時間程度挟みまして、事務局で手配する昼食をお取りいただき、午後１

時からは、第１０会議室で特別研修会を開催します。先月お知らせいたしましたとお

り、４５分を１コマとし、休憩を挟んで２コマの日程で行う予定ですので、終了は午

後３時ごろになる見込みでございます。 

  

 連絡・報告事項については、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５時、議長は閉会を宣する。 

 

 

 


