
 

  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 平成３１年３月２２日（金） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時２５分 

会   場  安城市文化センター 大会議室 

 

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 

 

黒柳 幹保委員、近藤 正俊推進委員 

 

  

 

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 

 

 

 

６  太田 千尋 委員 

１０ 長谷部 勇 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 

 議事録署名者は ６ 太田 千尋 委員 １０ 長谷部 勇 委員 

 また、欠席者は ４ 黒柳 幹保 委員、１０ 近藤 正俊 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９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９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１１、１２、設４の計３件です。申請内容は、売買が

２件、使用貸借による権利の設定が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１件、農耕に精進するためが２件です。譲渡人の理由は、相手

方の要望によるためが２件、高齢により耕作が困難なためが１件です。 

なお、設４「北山崎町中畔２０、２２」につきまして、借受人の耕作面積は０

ａですが、借り受け人は既に貸渡人の農地の耕作を協力してやっています。貸渡

人が高齢になってきたこともあり、今後借り受け人が主体となって貸渡人の農

地の耕作を行っていくそうです。そのため、まずは申請地に関して借り受け人の

責任にて耕作を行うということで、今回の申請に至っております。農機具も貸渡

人から借りて行うため、今回の申請に関して問題はないと考えております。 

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１１，

８０４．００㎡、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１０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１１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１０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２から３の２件です。転用目的は、駐車場が１件、農

家住宅の敷地拡張が１件です。申請面積は、田４９８㎡、畑２７７㎡、合計７７

５㎡です。 

続きまして日程第３第１１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１９から３６までの１８件です。転用行為別に見ます

と、駐車場が５件、資材置場が２件、分家住宅が９件、店舗が１件、粘土採掘場

が１件です。面積につきましては、田１５，６２９㎡、畑６，９７８㎡、合計２

２，６０７㎡です。 

 今回の説明案件は農地法５条申請の受付番号２７です。申請日は平成３１年

３月５日、同日農業委員会受付となっております。本案件は、増産に対処する為

に従業員を増員する必要が生じたこと等により、駐車場を増設するための転用

です。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。平成３０年１１月に農用地利用計画変更（除外）申出を

受け、県との事前協議の末、内諾をしております。事業期間につきましては、平

成３１年５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。 

 周辺農地等に係る支障の有無についてですが、隣接北側に農地が残るため、敷

地境界にコンクリートブロックを設置し、農地への影響を防ぐ計画になってい

ます。排水計画については雨水のみで、勾配をつけて敷地内に設けたＵ字溝で集

水、大雨の際には表面貯留の上でオリフィス枡を経由し、流量調整の上で東側の

既設排水路に放流す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２０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、説明案件のほか 受付番号２２、

２５、２８、３４及び３６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１４日木曜日に鈴木

貴士委員と長谷部勇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、鈴木 貴士、長谷部 勇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。 

 

〇鈴木 貴士 委員 

 今回は３０件弱回ってきました。そこで気になったが、今回大規模な駐車場が

２件ありました。安城の産業が景気がいいのはいいことだと思いますが、農地が

駐車場に変わっていくのは寂しいなと思いました。以上です。 

   

〇長谷部 勇 委員 

 私も同様ですけども、３０件近くの案件を回った中で、特に、駐車場の件が一

番頭にありました。面積的にも大きいので、営農さんがやる地区がこれから減っ

ていってしまうのではないかと心配になりました。また、大きな工場の駐車場や

工場ができる場合、前もって農業委員会に連絡があればいいなと感じました。以

上です。 

  

事務局から補足があればお願いします。 

 

〇古居専門主査 

 こういった大規模な転用案件においては、法人によっては事前に説明会を開

いてくれるところもございます。一度事務局に相談があった場合はその旨をこ

ちらからも促すように話をしていきたいと思います。以上です。 

   

議長が質疑を諮ったところ、以下のとおり質問があった。 

 

〇林 茂樹 委員 

 今の駐車場の件なんですけども、大雨の時は調整をしながら流すというよう

な話でしたが、調整池とか色んなそういうものを作ってなさそうに見えるんで

すけど、今大規模でやる場合は、やはり調整池なり、なんなり作ってもらわない

と、この排水確か朝鮮川に流れると思うんですけど、朝鮮川に流れる方の川がい

つも氾濫して困っているという小川の環境委員会から話がきていまして、この

あたり考えてもらわないと、すぐに承諾はできませんが、そのへんどのようにお



考えですか。 

 

〇古居専門主査 

 こちらにつきましては、表面貯留、こちらの勾配がついていまして、ここで大

雨が降った場合貯めれるようなかたちになっております。この案件については、

明治用水とも２回ほど調整をしておりまして、ここで貯めて一気に水路に流れ

てしまうと、水路を痛めてしまうので、そのためにもオリフィス枡をつけて、少

しずつ流すような計画になっています。一気に排水が水路に放流されることは

ございません。 

 

〇林 茂樹 委員 

 本当にありませんか。今実際にアイシンの関係で、初めのころに作った工場や

駐車場等から流れてくる排水で、農業用排水路が壊れるということが何回もお

きまして、全然流さないならいいですけど、本当に雨、雨水とはいうものの、昔

と違って雨の量が多いので、そのまま沈むまで囲ってあるなら問題はありませ

んが、新たに作る場合は、それだけの調整池なり雨水を貯めれるようなものを作

ってくださいと要望出しているが、市の方もそのへんをもっと強く言ってくれ

ないと。農業用排水路に流さないなら問題はないが、そういうところを考えてほ

しいです。もし壊れた場合、直してもらえるのかどうか、そのへんの問題を後に

なってからこちらに言われても困るので、そのへんのところをきちんと伝えて

もらえますか。 

 

〇古居専門主査 

 林委員が懸念されるのは十分わかります。これはやはり数字上の計算になり

ますが、明治用水の協議を得たうえで、流量計算をしたうえでの数字上では問題

ないということで、明治用水の３，０００㎡以上の理事会の承諾も得ております。

その中で、有事の場合、実際にオーバーフローしてしまって、周辺の水路に影響

が出た場合は、もちろん申請者に負担をさせるということで許可を出す話にな

りますので。 

 

〇林茂樹委員 

 もし何かあった場合には、申請者が直してくれるということで了解を得てい

るとういことですね。 

 

〇古居専門主査 

 はい。 



〇議長 

この件につきまして、担当は杉浦泰昭委員ですね。地元から何か意見は出てい

ますか。 

 

〇杉浦 泰昭 推進委員 

 いえ、何もでていません。 

 

〇林 茂樹委員 

 たまたま流れてくるところが小川町なんです。申請地については和泉の管轄

になりますが、川の流れからすると、その排水路は全部小川町に流れます。最終

的には小川町の排水路が壊れているので、何度も言っている話なので、そのへん

本当に直してくれるならこちらもお願いしたいです。ちゃんと申請者に直すよ

うに伝えておいてくれないと。新たに作るならそのへんもきちんとしてもらわ

ないと。ここのとこ大雨で下の方の排水路がだいぶオーバーフローしたり色ん

なことが起きてるので、そこのところも考えてほしいです。 

 

〇浅井 清幸委員 

 

流量計算してみえるとお聞きしまたが、その基準というのは何ミリの降水量

のときの流量計算ですか。僕が一番心配するのは、今まではその計算でよかった

かもしれない。実際に今とんでもない量の雨が降るようになってきたわけだか

ら、明治用水にもきちんと話をして、もう一度何ミリにするか再検討する必要が

ある、それをしないといけない時代になってきている。気が付いてからやってい

るようでは遅いので、早めに対応しないと、委員なにやってたのと言われたとき

に、特に支障ないですから、事務局の方から一度明治用水に委員からこういう案

が出たので、もう一度最高何ミリという基準があって、農地だと配水管が何ミリ

でコントロールができるって決まっているが、それを上回るような雨水が降る

ようになってきている。昔は５００ミリに耐えれるだけの畔が作ってあった。だ

けど、それがしゃがんできていて、当然オーバーフローします。そういうことも

念頭において、本当に再検討する時になってきていると考えます。ご検討お願い

します。 

 

〇古居専門主査 

 明治用水と協議してまた追って回答させていただきます。 

 

 議長より、受付番号２７番につきましては再確認してもらい、何かあったとき



はきちんと対応してもらうように再度注文をつけるということで、本案は議案

どおり決定させていただくことにご異議ございませんか。 

 

全員異議なく了承。 

 

□ 日程第４ 第１２号議案 相続税の納税猶予に関する適格者証明願につい

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第１２号議案、相続税の納税猶予に関する適格者証明願についてご

説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号５の１件です。内容審査及び現地調査を行った結果、

納税猶予を受けるに適格であると認められます。面積については、田１８，８３

５㎡です。 

本日ご承認いただきましたら、相続税の納税猶予に関する適格者証明書を発

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１３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について 

 

 なお、この議案は農地中間管理に関わる権利設定分以外のものについて審議

するものであります。 

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、議案の全

体説明を事務局からしていただき、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しますのでご承知ください。 

 

 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５第１３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３１年度農用地利用集積

計画 実施総括表 平成３１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、４７１，２０４．８３㎡、期間満了による更新の面積が、１，７８

９，９７６．３３㎡の合計２，２６１，１８１．１６㎡です。なお、移転する面

積は１５，７５５㎡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、２，２３９ｈａ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６１．４９％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。 

 

 本案につきましては、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき、議

事参与の制限を受けるものから審議します。 

 

 まず、農地利用集積円滑化団体であります、あいち中央農業協同組合が転貸し

したもののうち、柴田孝敏委員に関する事項から審議いたしますので、柴田孝敏

委員は退席してください。 

 それでは、柴田孝敏委員に関係する集積計画は３ページ目の表の上から３人

目の行に書かれています。ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

 

全員異議なく了承。 

 

異議なしということですので、この部分の集積計画は議案どおり決定させて

いただきます。柴田孝敏委員は入室してください。 

 

続きまして、鈴木貴士委員に関係する事項を審議いたしますので、鈴木貴士委

員は退席していただきます。 

 

それでは、鈴木貴士委員に関係する集積計画は３ページ目の表の下から５人

目の行に書かれています。ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

 

全員異議なく了承。 



 

 異議なしということですので、この部分の集積計画は議案どおり決定させて

いただきます。鈴木貴士委員は入室してください。 

 

 続きまして、加藤まさ江委員の同居の親族に関係する事項を審議いたします

ので、加藤まさ江委員は退席していただきます。 

 

それでは、加藤まさ江委員の同居の親族に関係する集積計画は５ページ目の

表の上から７人目の行に書かれています。ご質問、ご意見がありましたらお願い

します。 

 

 全員異議なく了承。 

 

 異議なしということですので、この部分の集積計画は議案どおり決定させて

いただきます。加藤まさ江委員は入室してください。 

 

 続きまして、林茂樹委員が代表を務める有限会社林ファームに関係する事項

を審議いたしますので、林茂樹委員は退席していただきます。 

 

それでは、林茂樹委員が代表を務める有限会社林ファームに関係する集積計

画は５ページ目の表の下から３人目の行に書かれています。ご質問、ご意見があ

りましたらお願いします。 

 

全員異議なく了承。 

 

異議なしということですので、この部分の集積計画は議案どおり決定させて

いただきます。林茂樹委員は入室してください。 

 

続きまして、これまで審議したものを除くあいち中央農業協同組合が転貸し

した集積計画と、２ページ目に記載されました、相対による市外の利用権取得者

の集積計画及び７ページ目の利用権移転に関する集積計画について審議します。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

  

□ 日程第６ 報告第３号 専決処分について 



  

 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６ 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６から８の３件です。転用行為別に見ますと、共同住宅の建築が１件、 

駐車場の設置が１件、住宅の建築が１件です。面積は、田７８６㎡、畑７８７．

９１㎡の合計１，５７３．９１㎡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８から１２までの５件です。住宅の建築が５件で、面積は、田５７６㎡、

畑８２４．９３㎡の合計１，４００．９３㎡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２６から３８までの１３件です。解約事由別にみます

と、転用するためが５件、売却するためが５件、収用のためが３件です。面積は、

田１６，８４５．５５㎡、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１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１１４㎡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２の１件です。申請地は、平成７年建年の物置兼車庫及び物置が建っており、

現在は空き家として管理のみ行っているが、今後も既存建物を活用していく予

定であるためです。面積は、田４８．００㎡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

２の１件です。変更の事由としましては、一体利用地を追加し、赤土採掘場全体

の計画を見直すためです。面積は、田７，２３１．００㎡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、下記のとおり議案を上程 

 

・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」をご



覧ください。これは平成３１年２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９件で、合計面積は５，１３３

㎡でした。除外の目的別に見ますと、分家住宅等の建築が６件、駐車場用地が２

件、その他が１件となっています。その他の内容は粘土集積場の拡張となってい

ます。 

なお、それぞれ詳細につきましては、次のページ以降の調書のとおりですので

ご確認ください。 

なお、現地調査につきましては、３月１４日木曜日に、鈴木貴士委員と、長谷

部勇委員にお願いし、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・報告事項について岡田係長から次のとおり説明があった。 

 

まず、「１」の「農業委員会開催日の変更について」でございますが、定例会

の資料は１ページの資料１を、それと合わせまして、別添の、Ａ４のカラー刷り

の資料（カレンダーになっているもの）をご覧ください。 

昨年の１２月に、「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とす

る法律」が施行され、新天皇の即位の日となる今年の５月１日、及び即位礼正殿

の儀の行われる１０月２２日が休日となることが決まりました。これに伴いま

して、１０月２２日に設定しておりました当農業委員会の１０月の開催日を、翌

日の２３日に変更させていただきますので、ご留意くださいますようお願いし

ます。 

併せまして、本日お配りしたご覧の開催予定表を、昨年の１１月にお配りした

物と差し替えてご利用いただきますようお願いします。 

なお、本日お配りした物には、古い物と区別できるように、上に「Ｈ３１．３．

２２修正版」と赤字で記載してございます。 

次に、次第に戻りまして、「２」の「農業委員会活動記録簿集計表の提出につ

いて」は、２ページの、資料２をご覧ください。昨年９月の定例会におきまして、

農業委員会活動記録簿の作成をお願いするとともに、そのために必要な資料を

配付させていただきました。併せまして、事務的なことについての説明をさせて

いただきましたが、その際にお話した集計表の提出期限が近付いてまいりまし



たので、本日は改めて、関係する点についてのみ簡単に説明をさせていただきま

す。 

まず、２ページの資料では、「２」の「記録の要領」というところに書いてあ

りますが、皆様には９月の定例会でお配りした「月別の活動記録簿」及び「活動

記録帳」、それから、農業委員会活動記録簿のつけ方を解説した事務要領の３点

をご活用いただき、日々の活動を記録していただいていることと思います。そし

て、３の（１）のところに記載してありますように、ご自身の今年度の活動がす

べて終了しましたら、別添の「２０１８年用の活動記録簿集計表」の様式に今年

度分の記録を集計し、この様式のみを、来月の農業委員会までに事務局へご提出

くださいますようお願いします。ちなみに、こちらは９月にもお配りした物で、

全く同じ物ですので、既に途中まで作成してみえるような方がいらっしゃいま

したら、もちろんそちらを使っていただいて結構です。そして、皆様にご提出を

いただいた後は、事務局で速やかに全員分についての集計をしまして、愛知県農

業会議へ報告をいたします。 

なお、集計表への記載の仕方ですが、９月にお配りした事務要領には書いてあ

りませんので、今から標準的なやり方をご説明いたします。 

では、資料の３ページをご覧ください。こちらは、毎月の活動記録簿の記入例

でございまして、９月の説明の際にも使用したものです。もし、皆様がこの記入

例のとおりに月々の活動記録を作成されているとすれば、次に４ページをご覧

ください。ここには、今回ご提出いただく様式、つまり年間分の集計表の記載例

がありますが、このように、先ほどの３ページの、月別の記録簿の一番下の行、

太枠の部分を、この４ページの集計表の様式の該当する月の行、同じく太枠の部

分に転記するだけでよいことになります。 

ただし、これはあくまで記載例でございますので、今のところは、必ずこの方

法をとらなければならないという訳ではありません。と言いますのは、昨年度分

として皆様から提出された集計表を以前に事務局で拝見したところでは、人に

よって表記にばらつきはあるものの、活動件数や活動内容といった、県の農業会

議に報告するに当たって必要な事項はすべて確認できましたので、今年度につ

いては、今までと同様の方法で集計表を作成していただいても結構です。 

ただ、将来的には、こうした活動記録が国や県の補助金の交付などを受けるた

めの根拠資料になることも想定されます。したがいまして、その場合にはおそら

く、国などからの検査に備えて、すべての方の記録の体裁を統一する必要が生じ

てきますので、前もってお願いをさせていただくことになろうかと思います。 

それから最後に、本日改めてお配りしたのは、提出用の様式１枚のみでございま

すが、そのほかの資料も不足や紛失などの理由で必要となる方につきましては、

事務局へお申出ください。また、日々の活動の記録そのものにつきましては、今



までと同様に、４月以降も引き続きお願いをいたします。 

 この件については以上でございまして、次に、「３」の「研修会に関するアン

ケートの結果について」でございますが、まずは、先月の定例会でお願いをいた

しましたアンケート調査につきましては、お忙しい中ご協力をいただきまして、

大変ありがとうございました。 

では、５ページの資料３をご覧ください。こちらは、皆様からいただいた回答

の内容をまとめたものでございます。 

なお、先月の定例会を欠席された方につきましては、本日調査票をご提出いた

だくこととした都合上、回答の内容はこの資料に集計されておりませんが、ご了

承いただきますようお願いします。 

それでは、内容について簡単にご説明申し上げます。 

始めに、１つ目の設問は、１月に開催した特別研修会についての感想をお尋ね

するものでございましたが、（１）の、講義の難易度につきましては、５段階評

価の真ん中、つまり普通と回答された方が３９％と最も多く、次に多かったのが

その左の「どちらかと言えば易しかった」という評価に当たる回答で、３３％と

いう結果となりました。次に、（２）の、講義の内容につきましては、「どちらか

と言えば」という評価も合わせると、８５％の方が参考になったと回答をされて

おります。 

また、右の点線の枠内は、自由記載欄に書かれていた主なご意見ですが、好意

的なものが多かった半面、分量や内容に比べて時間が短か過ぎたために、理解が

追い付かなかったという趣旨のものが多くございました。したがいまして、こう

した点がもう少しうまく計画できていれば、内容に対する理解が一層深まるこ

とによって、先ほどの（１）の設問で「易しかった」と回答される方の割合がも

っと多くなっていたはずですので、次回の開催に向けての改善事項とさせてい

ただきたいと思います。 

続いて、２つ目の設問は、今後の研修会に対する実施要望等をお尋ねするもの

でございましたが、最も希望の多かった内容は（１）の「遊休農地及び耕作放棄

地対策に関すること」という回答の方で、１０名いらっしゃいました。そして、

その下には具体的な内容として書かれていたことが要約して記載してあります

が、今申し上げました１０名のうち、実に８名の方が、特に畑に関する問題につ

いて言及されています。また、次の６ページの上から２つ目、（６）の「市民農

園に関すること」と回答された３名の方、それから、その３つ下の（９）、「畑・

樹園地制度に関すること」と回答された２名の方も、ほぼ同様の趣旨でありまし

て、畑の有効利用につながる情報の提供等を要望されています。 

そしてこのほかには、前のページに戻りまして、（２）の「農地法や農振制度に

関すること」が５名、（３）の「国、県、市の農業関係施策や事業に関すること」



が４名と、比較的回答された方が多くなっていますが、こうしてせっかくいただ

いたご要望ですので、回答された人数が少なかったテーマも含めまして、講師の

選定や実施時期、場所などの調整ができたものから、できるだけ早く実施してま

いりたいと考えております。 

連絡・報告事項の１から３までについては、以上でございます。 

では続きまして、「４」の「平成３１年４月２１日執行予定の安城市議会議員

一般選挙に関する留意事項」でございますが、７ページの資料４をご覧ください。 

任期満了に伴う市議会議員選挙が来月予定されている関係で、既に何人かの委

員の方から、地元候補者の選挙応援へのかかわり方に関するご質問をいただき

ましたので、基本的な考え方を説明させていただきたいと思います。 

なお、４月７日には県議選が予定されておりますが、今のところ無投票になる

可能性が高いということもありますので、本日は市議選に絞って説明をさせて

いただきます。ただ、考え方としてはどちらの選挙も同じとご理解ください。 

ではまず、７ページの上半分の１のところには、農業委員及び推進委員の選挙

運動等に関する法制度上の定めについて記してあります。端的に申し上げます

と、法律上で明確に両委員に禁じられていることというのは、告示日である４月

１４日以降に、その地位を利用して、特定の候補者に対する投票を働きかけるな

どの行為、つまり選挙運動をすることです。ですので、これを逆に言いますと、

農業委員や推進委員であっても、委員としての地位を利用せずに、私的な行為と

して行う分には、一般の人と同じ程度に活動できるということにもなります。 

しかし、２のところの２行目以降に書いてありますように、このような仕組み

を知らない一般の人の多くは、委員のような公の職にある人は、一切選挙運動を

してはいけないという印象を持たれているのではないかと思います。 

また、「地位を利用している」かどうかの基準というのは非常にあいまいなも

のですので、本人にそのつもりはなくても、ほかの人にはそのように受け止めら

れてしまうおそれもあります。したがいまして、皆様が義務的に地元候補者の応

援に携わる必要がある場合には、資料の下の方の①から③までに書いてあるこ

と、ただ、これはかなり厳し目に設定したものではありますが、こうしたことを

目安としていただきまして、行動をしていただきますようお願いします。 

なお、この件に関しまして、例えばこういうことはやってもいいのか、という

ようなご質問等をいただいたとしても、ほとんどは事務局の判断では回答でき

ないと思いますので、そうした場合には、市の選挙管理委員会に問い合わせた上

で、委員個人に対して回答をさせていただきます。 

この件については以上でございまして、次に、「５」の「愛知県農業会議平成

３０年度第３回臨時総会」につきましては、３月２７日（水）に、愛知県三の丸

庁舎で開催されますので、会長及び事務局課長が出席をします。 



次に「６」の「配付物」ですが、今月は、のうねん３月号をお配りいたしまし

たので、ご活用ください。 

それからもう１点、先月の研修会で認定農業者の共同申請についての講義を

農務課振興係からさせていただきましたが、その際にご質問をいただいた事項

で明確にお答えできなかったものと、後日振興係の担当に電話でお尋ねのあっ

た事項に対する回答をまとめた資料を預かってまいりましたので、お配りいた

しました。本日の詳しい説明は省かせていただきますが、ご覧いただいた上でな

おご不明な点等がございましたら、事務局へご連絡いただきますようお願いし

ます。 

最後に、「７」の「次回予定」ですが、次回は、４月２２日月曜日の午後３時

から、第９会議室で運営委員会を、午後４時から、第１０会議室で定例会を開催

しまして、午後５時３０分からは、すず岡において懇親会を開催します。 

 次回は今申し上げましたとおり、懇親会を予定していることに伴いまして、通

常より１時間３０分遅く会議を開催いたしますので、お間違いのないようお願

いします。 

なお、研修会はお休みをさせていただきますのでご了承ください。 

 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３時２５分、議長は閉会を宣する。 

 

 


