
 

  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 平成３１年４月２２日（月） 

 開会 午後４時 

 閉会 午後５時１０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               ２５名 

 

近藤 正広委員、黒田 清吾推進委員、都築 新一郎推進委員 

本多 茂推進委員 

  

 

農業委員会長 杉浦 英彦 

  

 

 

武智事務局長、村藤事務局課長、岡田係長、松井主査、山本主査 

市川主査、石川主事 

 

 

 

１１ 林 茂樹  委員 

１２ 鈴木 貴士 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 １１ 林 茂樹 委員 １２ 鈴木 貴士 委員 

 また、欠席者は １３ 近藤 正広 委員、６ 黒田 清吾 推進委員、 

１２ 都築 新一郎 推進委員、１４ 本多 茂 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１４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１４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１３から１５の計３件です。申請内容は、売買が３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３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３，１２２㎡、畑７０９㎡の合計３，８３１㎡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１５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１６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市川主査から次のとおり説明があった。 

 

 それでは、日程第２第１５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４の１件で、転用目的は、駐車場です。 

申請面積は、畑３４４㎡です。 

続きまして日程第３第１６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３７から５１までの１５件です。転

用行為別に見ますと、駐車場が４件、駐車場兼資材置場が２件、倉庫及び駐車場

が１件、分家住宅が６件、ガソリンスタンド及びコンビニエンスストアが１件、

認知症対応型共同生活介護事業所が 1件です。 

面積につきましては、田１８，３０３．０６㎡、畑４，１３６．３１㎡、合計

２２，４３９．３７㎡です。 

 今回の説明案件は農地法５条申請の受付番号３７です。 

申請日は平成３１年４月５日、同日農業委員会受付となっております。本案件

は、借受人が貸渡人の所有する田を転用し、分家住宅を建築するものです。 

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。事業期間につきましては、令和元年６月から着工し、令和元

年１１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、隣接北側及び南側に農地が残

るため、敷地境界にコンクリートブロック積みを設置し、農地への土砂や雨水の

流出を防ぐ計画になっています。 

排水計画について、生活汚水は浄化槽を建物東側に設置し、雨水については、

集水桝を設置の上、最終桝を経由して西側水路に排水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１６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、建築許可基準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３８、４０、４１、４

２及び４３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、４月１５日月曜日に太田

千尋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。 

 

ここで今回の現地調査をされました、太田 千尋、林 茂樹両委員に各案件に



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。 

 

〇太田 千尋 委員 

  

 林委員と現地調査に行きました。資材置場、倉庫、駐車場、コンビニ、ガソリ

ンスタンド、分家がありました。近所で８６歳のおじいさんが「わしが畑仕事が

できなくなったら、長男夫婦は畑を管理できそうにもない」と言われ、嫁に行っ

た娘さんの家を建てられ、そして数年後、娘さんの長男さんが結婚されたので、

長男さんの家を隣に建てられています。 

 私はあるお寺の接客係をさせていただいており、碧南の片田舎の講師の方が、

空き家通りと呼ばれているところがある。そんなに長くない距離で９件もある。

畑が管理できなくなり、遊休農地になるよりはよいかは分かりませんが、宅地で

ありながら、人が住んでおらず、農地に分家の子供の家を建てるのは仕方のない

ことかもしれませんが、とても不思議に思え、理解に苦しみます。 

   

〇林 茂樹 委員 

 

 主要道路の隣に大きな駐車場兼倉庫が建つという感じで、色々なところに広

い道ができるとすぐにそこに倉庫ができるのかなというような感じを受けまし

た。ただ、やはり、今、安城市の場合は、倉庫を建てたり、宅地にする場合には、

大雨等の配慮をしてもらうように、その辺だけは、しっかりしてくれるなら大丈

夫ということで、了承するような感じで、今からの案件についても、大雨の対策

を随時行ってもらうよう要望したいということだけを伝えて終わりたいと思い

ます。 

  

 事務局から補足があればお願いします。 

 

〇山本主査 

  

 林委員の言われたような雨水の関係でございますけど、地域によって法定で、

法律で必ず貯留槽あるいは雨水対策をしなければならない地域、努力義務で終

わっている地域、様々あると思います。法定のところに関しては、もちろん法の

基準に合うようなかたちで、そういった施設を設置してもらうのはもちろんで

すけど、努力義務となっているようなところに関しても、農業委員会、土木課の

河川係、明治用水と連携しながら極力、敷地内でいったん貯留してもらって排出

してもらうような働きかけをしていきたいと思います。 



  議長が質疑を諮ったところ、以下のとおり質問があった。 

 

〇柴田 鉃夫 推進委員 

  

 先ほど説明のありました、橋目町茶臼の分家住宅の件ですけれども、図面を見

ますと、南側は先ほどの説明では、境界のところはブロック積みと説明があった

が、実はこれ小堤という土を少し盛ったかたちの状態に申請のときからなって

おり、私は司法書士ですかね、にこれはきちんとブロックを積むんだよね、と聞

いて、確か積むと言ったと思いますが、今見てもやはり小堤になっている。これ

は、誰が責任をもって確認をしてくれるのか、というのが一つ。 

それからもう一つ。橋目町茶臼の受付番号３８も、私現地見て色々コメントを

書きましたが、実はこれ、図面が今ないのであれかもしれませんが、申請地はで

すね、倉庫と駐車場を作る予定ですが、結構大規模なんですね。従業員の方々と

かたくさん集まってきますので、当然、幹線道路を通ってきていただけると思い

ますけども、多分これ混むんですよね、朝方とか夕方。そうすると、南側はずー

っと農地なんですよ。南側ずーっと農地ということは、農地を通勤者が走ってい

くという、そういうことがあって、私どもの町内でもですね、こういう駐車場や

工場ができると、必ずそういうトラブルが起きるんですね。 

今、私の町内で一番問題になっているのは、三菱自動車の工場が柿碕町の北側

にあるんですけれども、ここの通勤者がですね、朝方六時半くらいから八時くら

いまでほとんどひっきりなしに通るんです。通っているところは、３．５メート

ルくらいの道路なので、一方通行のようなかたちになっています。毎回三菱さん

にはいろんなお願いをしながらやっていますが、ここも同じようなことになる

とですね、農地をやる人が通勤者によって迷惑を被ることになりかねないので、

そういうことも、一応私は申請が出てきた時に、コメントを書くところがあるの

で、書いておきましたが、これもどういうかたちで管理というか措置してくれる

のですか。必ず後で地元でトラブルになるので、ぜひこういうことはほかの案件

も色々言ってきたと思いますけど、どうやって管理してくれるのですか。後どう

いったフォローをしてくれるんですか。私の任期は後１年なので、その後は分か

りませんが、やっぱりこういうのはきちんと体制をとっていくということをし

ないと、ただただ委員会をやってオッケーが出ました、というだけになってしま

うのではないかと心配になります。あとは、地元の人が迷惑するだけなので、そ

のへんはよくよく考えてもらいたいなと、委員会が考えるのか、事務局が考える

のかは分かりませんけれども、そのへん思います。質問したことについては答え

てもらいたいので、よろしくお願いします。 

 



〇山本主査 

  

 まず一点目なんですけれども、資料の図面のところ、南側ですが、確かに小堤

という風に書いてあります。説明の中では、コンクリートブロックという風には

申し上げましたが、確かに小堤の部分もございますので、大変申し訳ございませ

んでした。ただ、小堤でも農地転用の基準上、全くだめというわけではないので、

このままでいってしまうというケースもあるかと思いますが、本委員会でコン

クリートブロック積みが望ましいというご意見もありましたので、再度、農業委

員会からの意見ということで、施行者の方には、今後、小堤ではなく、コンクリ

ートブロック積みにできないか、ということで、依頼というかたちにはなってし

まいますけど、依頼をかけていきたい、という風に思います。 

それから、もう一点ですけれども、農道に通勤車両が溢れてしまうのではない

かという話、ここに限らず、大きな案件、大きな工場、そういった事業系の案件

は特にそうなんですけれども、やはりどうしても、通勤時間帯、混雑を避けるた

めに、農道の方がすいているということで、どうしても農道を通ってしまうとい

うケースがあって、農作業される方、地元の方にご迷惑をかけているというよう

なことは、確かによく聞く話ではあります。 

当然、地元の町内会さんが一番迷惑を被っているということもあります。おそ

らく、地元の説明会の時でもですね、こういったお話が出たと聞いております。

岡崎通運さんのお答えを私も詳しく聞いておりませんが、ここ以外農道は通ら

ないようなかたちで、従業員の方には徹底していくというような回答だったと

思いますが、市としても、農業委員会としても、再度、こちらの施行者の方にこ

ういった意見があったとお伝えしていこうと思いますし、今後も、従業員さんの

周知をはかったとしても、こういった事例が出てきてはしまうと思いますけれ

ども、なんとかそういったことをこちらの方からも要請をしていきたいなと思

います。答えになったかどうか分かりませんが、以上になります。 

 

〇小野内 博 推進委員 

  

 先ほどの話題ですけれども、お互いに言葉でいいことを言っていても仕方が

ない。市としては、強制権がない。書類上でオッケーであれば、あとは頼むね、

の世界です。それが現実なんです。だからいくら申し入れても、相手側が聞かな

ければ、それで済んでしまう。なんの罰則もないから。口頭でいいことを言って

いておけば済むんです。最終的に私が思うのは、この土地を企業が農地を買いた

いといった時に、必ず、地元の承認がいるはずなので、その承認を押した以上は

書類上で全部いっちゃうから、押す前にどうすればいいかをやらないと。 



例えば我々のところだと、開発委員会を設けて、主だった連中、組織上、メン

バーを集めて、あらゆることを考えて印鑑を押していいですか、という会議を行

います。その時に、農道を通勤で使われる恐れがあるからだめだ、と言われれば、

印鑑をうたない、そのくらいのつもりでないと、向こうが絶対農道を通りません

から承認をお願いしますと言ったら、初めて企業と町内が契約を結べばいい。そ

のくらいやらないと、農業委員会を通しても、お願いしますね、では世界は変わ

りませんので、最終的に権限を持っているのは町内会しかいないので、そこをは

っきりしておいたほうがいいのではないかと思います。以上です。 

 

〇柴田 鉃夫 推進委員 

 

 オッケーの回答を出すときに、条件と書けるか分かりませんけど、オッケーで

すと紙で渡す時に、許可書の下にちゃんと書いておくということはできないん

ですか。条件と書けるかどうかは私も分かりませんが、意見なり何にしても、書

いて紙に残すということが相手に分かりますよね。そうすると、こちらも控えを

持ってますよね、何か起きたときはお互いにそれを見て、書いてあるではないか

と一言言うことだって出来るんですよ。何かトラブルがあれば。それはぜひやっ

てもらいたいんですけど。条件と書けるかどうかは別ですけど。 

 

〇山本主査 

  

 みなさんに書いていただいている意見書に関しては、申請書にそのまま綴っ

てあります。それがそのまま県にも行って、県も見て、その申請書にそのまま愛

知県知事印を押した許可書という表紙がついて、申請書の元に返しますので、柴

田推進委員が言われたように、条件にはならないんですけれども、町内会と推進

委員さんの意見が書かれた意見書というのは、転用者の手元に返ることにはな

ります。それを守らないからと言って転用を認めないとか、取り消すとか、そう

いった罰則はありません。 

 今回の農道を使わないでほしい、そういったことに関しては、町内会さんとの

約束事項になってしまいますので、農道ではありますけれども、一般人が通って

はいけないというルールはないので、それを条件に許可を出すとか、それを守ら

ないから許可を取り消すとか、そういったことまではできないと思います。 

 

〇浅井 清幸 委員 

 

 確かに罰則規定はないんですけれど、実際にこうやって審査をしている時に、



地権者、あるいは使用者に、我々がどういう議論をしたかということを目の前で

伝えるべきだと思います。それは、完全に議事録に載るわけですよね。あなた会

議に出ていてそれを守りますと発言したでしょ、と言えるわけですよね、議事録

に載ってさえいれば。過去にそういう前例がなかったかもしれませんけど、そう

いう色んな危惧のある案件については、一つの方法として、委員会として、地権

者並びに使用者に対して審議に参加して、直に回答をもらう。それが履行されな

かった場合、あなた議事録に載っているんですけど、いかがですか、と言えるの

ではないかと考えますが、いかがですか。 

 

〇山本主査 

 

 そういった転用者を実際に農業委員会に呼んで、もちろん全部じゃないにせ

よ、何かしら疑義がある場合、この場に呼んで、お話を聞くとか、そういった事

例が他市等でやられている状況があるのかどうか、まずそういった段階から勉

強させていただきたいと思いますので、ちょっと一旦預からせていただきます。 

 

〇林 茂樹委員 

 

 小川町の場合で言うと、やはり同じような感じなんですが、農振除外をすると

きに、まず、農地協議会というのがありまして、その中で、町内会長、副会長、

それから農業委員に、農地推進委員に、その地元の総代さんやら、色んな人に出

てもらって、本人に来てもらって、要望を出して、そこの中のものは、紙で残し

て、その要望に対しては、そこでそのような感じのものをきちんと残します。 

 もし、それが後で何かあった場合には、そういうのを町内会長からまた言って

もらうような感じで、地域の方から言えるようなかっこうで、そのために許可し

ただよというハンコウを押す条件というかそんなような感じでは残しています。 

 やはり、この委員会の中で残すというよりも、地域でそういうことをやった方

が、それも一人ではなくて何人かの会議の中で、本人なり地権者もそうだろうし、

会社の人なり出てもらって、きちんとした議事録を残す、その方が大事なのでは

ないかと思います。 

 

議長より再度質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第４ 第１７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松井主査から次のとおり説明があった。 

 

 日程第４第１７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６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７，７４８．

７１㎡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 報告第４号 専決処分について 

 

 上記の議題について松井主査から次のとおり説明があった。 

 

 日程第５報告第４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９の１件です。転用の事由としましては、共同住宅を建築したため、が１

件です。面積は、畑４２８㎡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１３から２３までの１１件で、住宅の建築が１１件で

す。面積は、田３２６㎡、畑９３５．４６㎡、合計１，２６１．４６㎡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３９から４７までの９件です。解約事由別にみますと、  

転用するためが３件、自作するためが 1件、収用のためが１件、他者に賃貸しす

るためが２件、売却するためが２件です。 

面積は、田７，７４０㎡、畑５１３㎡、合計８，２５３㎡となっております。 

続きまして、取消願書についてご説明申し上げます。今回の申請は、受付番号

３の１件です。取消の事由としましては、譲受人の名義が、単有から共有に変更

になったためです。面積は、畑１９４㎡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。 



 

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 

 

・平成３１年度安城市農業委員会活動計画（案）について 

 

 上記議題について、岡田係長から次のとおり説明があった。 

  

では１ページ、資料１をご覧ください。 

 まず、この活動計画というのは、農業委員会等に関する法律の第６条に規定さ

れる農業委員会の所掌事務のうち、本市農業委員会が実際に行う活動の概要を

記載することにより、その年の活動を前もってご認識いただくために作成して

いるものでございます。 

 そして、今ご覧いただいている１ページからのものが、平成３１年度の計画案

でございますが、一部の事業の事業名の下には、平成３１年度の予算額と、カッ

コ内には前年度の予算額及び決算額を記載しております。ただし、決算額はまだ

確定しておりませんので、事業によっては見込み額となることについてご了承

ください。 

 では、内容について順にご説明いたします。 

まず、前文といたしまして、既にご承知のとおり平成２８年４月に施行された

改正農業委員会法により、農業委員に加え、新たに農地利用最適化推進委員が設

置され、農業委員会の最重要業務として、「担い手への農地利用の集積・集約化」、

「遊休農地の発生防止・解消」、「新規参入の促進」が位置付けられたこと、そし

て、農業委員と農地利用最適化推進委員は、互いに連携を図り、農地の有効利用

を進め、農業の更なる発展を図るために活動を行うことを示してあります。 

 続いて、本文に入りまして、「１農地の権利移動」でございますが、毎月定例

会を開催し、農地法に基づく許可等を審査します。この表には、１月の定例会で

もご報告いたしました農地法第３条、４条及び５条の実績を記載しております。 

 続きまして、「２農地の保全」については、農地パトロール、広報紙等を通じ

て啓発活動を行うとともに、遊休農地の意向確認や無断転用の指導を行います。

予算額８８万２千円は、農地利用状況調査の謝礼分でございます。 

 続きまして、２ページに移りまして「３農業振興地域の整備に関する法律及び

農地法等申請に伴う現地調査」については、いわゆる農振除外及び農地転用に伴

う現地調査につきまして、毎月２名の農業委員の方にご協力いただき、実施して

まいります。予算額１６万８千円は、その日当となっております。 

 また、農地法第３条の申請につきましては、事務局で現地確認をいたしますが、

地域における農業の取組みを阻害するような権利取得を排除するため、地元の



農地利用最適化推進委員の現地調査を、意見書の作成に付随して個別にお願い

することもあります。 

 次に、「４農地等利用関係紛争処理」につきましては、農地等の利用関係に係

る紛争防止のために、及び当事者からの和解仲介の申出があった時は、会長が指

名する３人の仲介委員が和解の仲介を行います。 

 続きまして、「５農地移動適正化あっせん」につきましては、農業委員会が農

業振興地域内の農用地の売買を希望する農家の間に立ち、あっせんを行うもの

です。この場合の売り手には譲渡税の特別控除（８００万円）のメリットがあり

ます。一方、売り手は買い手を指定することができず、基本的には、あっせん委

員会が指定する、その売買する農地に隣接又は近接の農地で耕作している担い

手でなければ買い手となることはできないという制限もありますので、最近で

は、平成２７年度に１件の申出があり、成立してはおりますが、昨年度の実績は

なく、今後もこの仕組みが利用されることは少ないのではないかと思います。 

 続きまして、「６農地流動化促進」につきましては、農業経営基盤強化促進事

業と農地中間管理事業による賃借権の設定を推進することにより、担い手の経

営規模拡大と生産性の高い農業経営を確立すること、並びに、農地の堀り起こし

と優良農地の保全及び効率的な利用をめざします。 

 ただし、この後の項目でも触れますが、今後は農地中間管理事業による貸付け

の仕組に一本化されることがほぼ確実な状況にありますので、少なくとも新規

で農地の貸付けを希望される方には、農地中間管理事業により貸付けを行うよ

う働きかける必要があります。また、農業委員及び農地利用最適化推進委員の皆

様におかれましては、人・農地プランの策定など農業に関する地域の話合いには、

積極的に参加していただくようお願いをいたします。 

 続きまして、３ページをご覧ください。「７粘土採掘場現地調査」につきまし

ては、これまで同様、春・秋の年２回実施し、農地利用最適化推進委員それぞれ

４名ずつご出席いただきます。予算５万６千円は、その謝礼の合計額となってお

ります。 

 続きまして、「８農地相談会」につきましては、毎年１月ごろ、愛知県西三河

事務所にご協力をいただきまして、職員を派遣していただき実施しているもの

です。 

 次に、「９農地の賃借料情報の提供」につきましては、過去１年間における農

地の実勢賃借料を調査し、農地の賃貸借契約を締結する際の目安となるよう、平

均額・最高額・最低額を市公式ウェブサイトで公表します。ちなみにこの表は、

先月の農業委員会でもご説明いたしましたが、平成２９年１２月からのおよそ

１年間の賃借料情報を集計し、現在、目安として公表しているものでございます。 

 次に、「１０経営改善支援」でございますが、認定農業者の経営改善のため必



要となる情報の収集及び提供、研修会や意見交換会を行うとともに、家族経営協

定の普及推進を図ります。 

 なお、（１）と（２）には、平成３１年１月現在の認定農業者数及び家族経営

協定締結農家数を記してございます。 

 続いて、４ページに移りまして、「１１農業者年金普及」では、年１回愛知県

農業会議の担当者を招き、説明会や相談会を行います。現在、新制度に加入して

いる方で受給前の方は４４人と、前年度に比べて３人増えていますが、引き続き

普及活動の推進にご協力をお願いします。 

 続きまして、「１２新規参入促進」については、地域において新たに農業経営

に参入する話がございましたら、地域における受入条件の調整や整備を図ると

ともに、後見人等の役割をお願いいたします。 

 続いて、「１３農地中間管理事業の開始５年後見直しへの対応」については、

現在、農地の集積及び集約化のための制度の一本化、すなわち、農地利用集積円

滑化事業の農地中間管理事業への統合などを始めとする法令改正が国会で審議

されております。したがいまして、これらの制度改正の内容と時期が決まり次第、

当農業委員会としても速やかに方向性を検討するとともに、決定していくこと

になるわけですが、主には事務の見直しのように事務局で対応すべきことです

ので、委員の皆様にしていただくこと、例えば、委員会において審議や決定を行

うことなどはないと考えています。ただ、事務局を含む農業委員会組織にとって

は、今年度における最も重要な活動の一つであることに違いはありませんので、

課題として把握しておいていただくという意味で記載をいたしました。 

 続きまして、「１４農地等利用最適化推進施策の改善意見の提出」につきまし

ては、平成２８年の農業委員会法の改正により廃止された建議活動の仕組に替

わり、現行法で新たに定められた手続に従いまして、農地利用最適化の推進に関

する施策について必要であるときは、意見の提出等を行ってまいります。 

 最後に、「１５ その他」として、「先進地視察及び研修」についてでございま

すが、表には昨年度までの実積と、今年度、つまり第２３期の３年目の計画が記

載してございます。ご覧のように今年度につきましては、先進地視察（国内）の

実施を検討しておりますが、正式には運営委員会にお諮りした上で概要のみ決

定をし、来月以降にはすべての方にアンケート調査なども実施した上で、詳細を

決定したいと考えております。 

 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、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 平成３０年度生産調整の実施結果について 

 

 上記報告事項について、松井主査から次のとおり説明があった。 

 

 私から、生産調整転作結果について説明をさせていただきます。 

 ５ページをご覧ください。平成３０年度生産調整の実施結果の表になります。 

表の下を見ていただくと、平成３０年度集落別生産調整実施結果の欄が、水稲

面積の結果になっております。右側はですね、平成３０年度集落別転作等実施結

果につきましては、転作面積の実施結果になっております。 

まず、左側から順に説明させていただきますが、平成３０年度集落別生産調整

実施結果の本配分面積が平成２９年９月の合同会議にて配分した面積、主食用

水稲作付面積になっております。右側が、主食用水稲作付面積、こちらが実際の

面積になっております。作付率は、割り替えしてパーセントで統一しています。

作付率が１００％以内であれば生産調整が達成していることになります。 

面積の集計については、俗人で面積集計をしておりますので、担い手さんが市

外の土地などを持ち込んだ等の理由で作付率が１００％を超えている集落もあ

りますが、安城市全体で生産数量目標を達成しているかで判断するため、安城市

全体としては、９４．４％になり生産調整は達成しています。 

 説明は以上になります。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、特になかった。 

 

２ 安城市都市農業振興ビジョンについて及び３ 市民ふれあい農園開設等支

援事業補助金について 

   

 上記報告事項について、沓名係長から次のとおり説明があった。 

 

まず安城市都市農業振興ビジョンでございます。配布をいたしました別冊 

カラー刷りの資料をご覧ください。こちらは、先月末に農務課で策定をいたしま

した都市部における今後の農地の方向性を示すものであります。策定には、市の

関係部局はもちろんですが、愛知県やＪＡなど農業振興部局、都市部に農地をお

持ちの権利者へのアンケート調査などを実施し、その結果を基に調整を図って

まいりました。 

本日は、時間に限りがございますので、中身の詳細の説明は割愛させていただ

き、策定の経緯や、市の考え方、都市農地の今後の方針をお話しします。 



まず、策定の経緯でございますが、策定の背景には、国の都市政策や農業政策

が大いに関係しています。これまで都市部の農地は、どんどん宅地化し、開発が

行われてきたわけですが、一度宅地化してしまいますと農地に戻すことは容易

ではありません。ご承知のとおり、全国では人口減少社会へと転換しており、こ

れまでのような農地の宅地化や開発は将来的に頭打ちとなってくる時代が到来

しています。 

そこで、国は農地の機能、農作物の生産はもちろんですが、他にも都市の景観、

例えば緑地や水辺などの空間や災害時の防災機能、これは火災時の隣家への延

焼防止や大雨時の保水など多くの機能を有していることに着目し、これまでの

都市の農地を「宅地化すべきもの」という考え方から「あるべきもの」、いわゆ

る守っていくべきものということに位置付けられ、法律として制定されたたこ

とにあります。 

しかしながら、いままで説明してきた、国の都市農地の考え方と市、我々農務

課の考え方で大きく異なる部分があります。 

市では、ご承知のとおり、農業振興の最上位計画として「第２次安城市 食料・

農業・交流基本計画」こちらに基づいて農業振興を図っているわけではございま

すけれども、国のように都市部の農地やそれ以外といった考え方はありません。 

安城市の農地は都市部いわゆる市街化区域であろうと、調整区域であろうと

差をつけることなく農業振興を図るべきであるという考えでありますので、農

地の考え方、スタートラインが国の考え方と大きく異なっています。 

今回の改正は、どちらかというと、国は市の考え方に近づいたと考えています。 

ただし、市の現計画は都市農地の施策取り組みを特出しして作成していない

ため、今回お手元に配布した資料において、都市農業の方向性を示すビジョンと

して策定をしたところであります。 

よって、ビジョンと言っても現行の計画からの抜き出しが基本となっており

ますので、この策定により、すぐに新しい事業を始めるですとか、そういったこ

とはありませんのでご承知おきください。 

なお、今後は、市の農業政策が２本立てで動くと、農業政策が分かりにくくな

ってまいりますので、今策定している第２次の計画が第３次になったときに、都

市農業の部分を施策の柱の一つとして策定を行ってまいりたいと考えています。 

簡単ではございますけれども、２番の説明は以上でございます。 

次に「３ 市民ふれあい農園開設等支援事業補助金」についてご説明いたしま

す。 

資料６ページをご覧ください。毎年のご紹介となっておりますが、今年度も予

算を確保し、市民農園開設時の支援を行ってまいります。条件等はございますが、

最大８０万円の補助金が交付されますので、皆さんにご相談があった際には、ぜ



ひ農務課へ行くようアドバイスをお願いいたします。 

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、次のとおり説明があった。 

 

〇杉浦 正紀 推進委員 

 

 この資料に興味があるのですが、農業従事者の年齢のパーセントとか、作物、

例えば露地が６９．２％で、水田が３５．４％とあるのですが、これは何のパー

セントですか。年齢もそうですけど、足しても１００％になりません。どういう

割合になっているのか。 

 

〇沓名係長 

  

 今委員が言われました、６ページになります、一番下の部分が年齢、それから

その上の部分が栽培作物というかたちになっています。例えば、年齢なんですけ

れども、そのグラフの右上に n＝６７８という数字があります。これは６７８通

手元の方にアンケートが返ってきた数字なんですけど、この６７８通の１通の

内ですね、農業に従事している方が、例えば１通で６０歳以上と答えている部分

と、１９歳以下と答えている部分と、例えばご家族がいれば、ご家族分人数が入

ってくるというかたちになりますので、アンケートの分母よりも分子の方が大

きくなってしまうので、合わせて１００％になりません。 

そのため、栽培作物の部分も、２種類作っていれば、２つチェックが入ってき

ますので、パーセンテージが増え、１００％になりません。 

分かりにくい表現でみなさまを混乱させてしまったかもしれませんが、そう

いったかたちとなっております。 

   

 議長が再度質疑を諮ったところ、質疑はなかった。 

 

 続いて、連絡・報告事項の残りの部分について、岡田係長から次のとおり説明

があった。 

 

  まず、「４ 農業委員会会長・事務局長会議」でございますが、５月１７日

金曜日に、愛知県三の丸庁舎で開催されますので、会長が出席をされ、事務局長

が随行をいたします。 

 続いて、「５ ふれあい田んぼアート２０１９」については、お手元のチラシ



をご覧ください。 

恒例となりましたこの行事でございますが、今年度は５月１９日日曜日に、田

植えを開催いたします。場所は例年どおり、デンパーク正面ゲートから西へ４０

０メートルに位置する北梶橋の南側のほ場でございます。今回で１３回目とな

るこの行事につきまして、ＰＲなどをよろしくお願いいたします。 

次に、「６ 配付物」でございますが、まず、先月の定例会後にご要望をいた

だきました都市計画総括図をご用意いたしました。そして、これと併せまして、

農業振興地域整備計画に基づく土地利用計画図、いわゆる農振図面をお配りす

ることといたしました。 

この２点につきましては、皆様の職務遂行上は必要な物であると思われます

ので、今後は少なくとも、３年に１度の改選時にはセットでお配りをいたしたい

と考えております。 

最後に、「７ 次回の予定」ですが、次回は、５月２２日水曜日午後１時３０

分より第９会議室にて運営委員会、午後２時３０分より第１０会議室にて定例

会、午後３時３０分より第１０会議室にて研修会を開催します。 

なお、次回の研修会は、県の農地中間管理機構から可知理事長と佐合農地第三

課長をお招きいたしまして、農地中間管理事業の現状などについてご講義をい

ただく予定をしております。 

連絡・報告事項につきましては、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１０分、議長は閉会を宣する。 

 

 

 


