
 

  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和元年７月２２日（月） 

 開会 午後３時１５分 

 閉会 午後４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 

 

柴田 孝敏委員、神谷 幸久推進委員 

 

  

 

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 

 

 

 

６  長谷部 勇 委員 

１３ 太田 千尋 委員 

 

 



会議の記録 

 

午後３時１５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 長谷部  勇委員 １３ 太田 千尋 委員 

 また、欠席者は ３ 柴田 孝敏 委員、１０ 神谷 幸久 推進委員、 

  

 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２７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２７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２０の計１件です。申請内容は、売買が１件です。譲

受人の理由は、耕作の便宜を図るためが１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２７８．００㎡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２８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２９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２８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及び９の２件で、転用目的は、農家住宅が１件、駐

車場が１件です。申請面積は、畑３５４㎡です。 



続きまして日程第３第２９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。説明に入ります前に、資料の差し替えをお願いします。事

前に送付させていただいた第２９号議案のうち、受付番号８６としていた申請

が、議案送付後に取り下げられましたので、その案件を削除し、受付番号を付番

し直した議案を本日配布させていただきました。ここからは修正後の議案でご

説明します。 

今回の申請は、受付番号７４から８９までの１６件です。転用行為別に見ます

と、分家住宅が１０件、駐車場が２件、進入路及び駐車場が１件、店舗及び駐車

場が１件、粘土集積場が１件、粘土採掘場が１件です。面積につきましては、田 

９，１１７．２８㎡、畑１，７４６㎡、合計１０，８６３．２８㎡です。 

 今回の説明案件は農地法５条申請の受付番号８４です。申請日は令和元年７

月５日、同日農業委員会受付となっております。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から資料３のとおりです。賃借人が、賃

貸人の所有する田と畑を転用し、コンビニエンスストアを建築するものです。事

業期間につきましては、令和元年９月から着工し、令和２年１月に完成する計画

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及びメッシュフェンスを設置し、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、汚水・雑排水は南側道路に埋設されている下水道管に排水し、

雨水は敷地内に設けた側溝で集水し道路側溝に放流する計画となっております。 

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１８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７９，８４及び８９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、７月１６日火曜日に柴田

孝敏委員と浅井清幸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、浅井清幸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。 

 

〇浅井 清幸委員 

 

 一言現地確認した感想を述べます。今回の申請は、ほとんど分家住宅でしたが、

農振地域の中での分家住宅は少なかったので、よかったなと思っています。現場

を見ますと、みなさんがこれから回られる、要するに農地パトロールの時に、遊

休農地としてみなされるような所が非常に多かったです。隣接の住宅や農地に

非常に迷惑をかけるという観点からみても、分家を作っていただいた方が、周囲

の環境のためにもいいのではないかと、感じました。 

 今回の転用の全体の面積も少なかったので、農地が減らなくて幸せだなと思

いました。以上です。 

  

議長より質疑を諮ったところ、次のとおり意見があった。 

 

 

〇岡田係長 

  

 先日の定例会の第２５号議案の農地法第５条の許可申請につきまして、一部

の委員からご質問いただいた件でございます。後日回答させていただくとお答

えしたものについて本日この場を借りて回答させていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 案件の概要からご説明いたしますと、福釜町地内の９，８００㎡あまりの水田

を自動車整備用機械の製造工場の敷地に供するための転用でございます。ご意

見としていただいたものの趣旨といたしましては、今回の転用計画地は、都市計

画マスタープランにおける工業系の拡大市街地エリアに入っていることから、

いずれ隣接地にも工場が建設される可能性があります。したがって、有効な土地

利用のために、計画の中に周辺の道路を広げるなどの対策をするよう講じるべ

きではないか、指導するべきではないかということでございます。 

 これに対する回答といたしましては、ご質問を受けまして、都市計画マスター

プラン上の工業系拡大市街地エリアにおける道路幅の条件につきまして、市の

担当課である、都市計画課及び建築課に確認をいたしましたが、結果としては、

他の区域における場合と変わりはないということです。 

 つまり、都市計画マスタープランというのは、あくまで市全体の土地利用の構

想をおおまかに定めたものに過ぎませんので、そこに定めてあることを直接の

根拠として、農業委員会はもちろん、担当課であっても、通常の基準よりも厳し



く道路の拡幅などを計画者に義務付ける、強制するということは、制度的にはで

きない、ということです。また、転用に合わせて道路を広げておけば、確かに工

業的な土地利用の利便性というのは高まる反面、大型車両や工場勤務者の通勤

車両が頻繁に往来するようになるため、その地域の農業者が農地を利用する上

では支障をきたすという、本来の農業委員会の立場からすれば望ましくない結

果に繋がるという見方もあると思います。 

 なお、今回の件で都市計画マスタープランが話題になったということもあり

ますので、秋以降の研修会ではですね、その対応につきまして、一度担当課から

お話をしてもらう機会を設けたいと考えておりますので、よろしくお願いしま

す。以上です。 

  

〇近藤 正俊推進委員 

 

 今お話しを聞いていた中で、工場を建設していく場所として、今、道路幅の拡

幅は強制的にはできないよと言われましたけども、私のところで、もう１件工業

団地を作っている、西側のすぐ隣の所ですけれども、日本刃研が以前来ました。

井杭山のところ。そこの日本刃研は、道路が信号から入ってくるので、その時に、

まだ安城市がそこをまだ、調整区域とは考えていなかったのですが、そこに持っ

てきた時は、９ｍ幅の道路を作りなさいと言ってわざわざ日本刃研が買った土

地をその人が責任持って下がって作ったんですね。それであるんですよ。その後

に、あそこに工業用地を造成していくために、あのラインを９ｍはそこの日本刃

研が作ったけど、それ以後向こうは、今、市が整備して、９ｍ道路をずっと繋い

だという経緯があるんですね。今、そのことがないと言われたので、どうかなと

思うんですけれども、やはり、先々を考えたら、市の方もそういうことを踏まえ

て、仮に、福釜の話をしますよ、あそこを今、ブロックされてやったら、道幅が

４ｍか５ｍじゃないですか。農道ですから、であとは崖ですよね。そういうとこ

ろを、やはり生活道路として使う人もね、片方に緑道に広げてくれればいいです

けど、ブロックで立ち上げてきたら、ちょっと圧迫感感じますよね。そういった

ことから、先々考えたら、いいか悪いかは分かりませんが、とにかく業者にやは

りそういうことも説明して協力してもらうような話の仕方をしていかないと、

奥の土地は何もできませんよ。奥の土地を開発しようと思っても。そういった面

から私はこないだ提案したんです。もう一つ言いますけど、余分なことですけど、

実は碧南市が個々で、単独でそれぞれの企業がやるところがあります。こないだ

見に行きましたが、やっぱし、農道のところからいっぱいいっぱいにブロックが

あげてあるんです。それでいいのかという話がやはり地域で出ているんですよ。

そうしますとね、最初に作ったところは、大きい道路から入ってきますけど、後



こちらに予定されておる、碧南市の開発したときに、予定されているところはど

うするのかという話を聞いているんですが、非常に厳しいような言い方をされ

るんですね。各企業である程度折半してもっていかないと、道路も排水もかまい

ませんよ。ということを私は強調したかったので、それから今回、榎前でセブン

イレブンの申請が出ていますけど、これに関して私のところに意見書を求めに

来ましたよ、来た時に、ここの東側の道路が狭いので、１ｍ８０しかありません

と、ここもあなたたちが下げてセットバックしてやってくれるかねと聞いたら、

それは分かってますからと言っていたので、意見書を書きましたが、そういった

こともね、今の私たちが見ていくことは大事なことだと思うんです。やっぱり、

それはある程度、農業委員会もそういった先々を見て考えていくべきではない

かなと私は思いますので、前回も今回も話をしましたが、法律的に強制はないよ

と言われたけど、先々考えて安城市はそれでいいのか、と思います。そういった

ことを踏まえて、建築課にもまた言っておいてください。私はそんなことを感じ

ます。以上です。 

 

〇岡田係長 

 

 ありがとうございます。これはですね、事務局の方でどうするというのは、や

はりできないことであります。ただ、農業委員会の中でも市の全体の土地利用に

関してそういう矛盾点があると感じられてる委員さんがいらっしゃるというこ

とは担当課の方には伝えさせていただきます。ありがとうございます。 

 

〇浅井清幸委員 

 

 申請者にお願いするということは出来ないんですか。法律上はそれで通るか

もしれないけれども、基本的なスタンスとしては、申請者の方にご協力ください

ということをね、農業委員会として一言言ってもいいんじゃないのという気が

します。それを事務局が言いにくかったら、申請者にこの場に来てもらえばいい

わけですよ。委員としての思いをそういう人たちに伝える場をもっていただき

たい、というのが僕の意見です。以上です。 

 

〇杉浦英彦会長 

 

 一つの意見として預からせていただいて、また農業委員会としてどのような

対応をしていくのかということは、一度協議をしてください。 

 



 議長が再度質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

□ 日程第４ 第３０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 

 

 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３０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

説明申しあげます。 

 今回の証明願は、受付番号１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。面積については、田２，１７４㎡です。本日ご承認

いただきましたら生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書を発行

する予定です。以上で説明を終わります。 

 

議長より質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第５ 第３１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５第３１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９、１０の２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２１，０５６㎡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。 

 

議長より質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第６ 第３２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 

 



 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第３２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ご説明申し上げます。 

本日、お手元に当日配布させていただきました資料の中から、「令和元年度農

用地利用集積計画 （畑・樹園地利用促進制度分）実施総括表 令和元年８月１

５日公告分」をご覧ください。 

 今回、新規設定を行う面積が４，０１４㎡、期間満了による更新の面積が、１

０，４３８㎡、合計１４，４５２㎡となっています。 

前述の申請について、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、８月１５

日付けで公告させていただきます。 

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７ 報告第７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７ 報告第７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１１の１件で、駐車場の設置が１件です。面積は、田８４１㎡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４１から４７までの７件で、住宅の建築が５件、工場の建築が１件、駐

車場の設置が１件です。面積は、田７９６㎡、畑１，３２９．５６㎡の合計２，

１２５．５６㎡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７５から８３までの９件です。解約事由別にみますと、  

転用するためが５件、収用するためが４件です。面積は、田６，０７５．８７㎡

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４の１件です。転用の事由としましては、農業用倉庫建築のため 

です。面積は、畑１９６㎡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

４の１件です。取消の事由としましては、譲受人が死亡したためです。面積は、

田２，３０３㎡です。 

最後に、農地改良届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。改良の種別としましては、田畑転換が１件です。面積は、田５６５

㎡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 

 

・農地パトロール（利用状況調査）について（資料１） 

 

 上記の協議・依頼事項について岡田係長から次のとおり説明があった。 

 

定例会資料の１ページをご覧ください。なお、この件についての具体的な業務

の流れや実施方法につきましては、本日の定例会の後に予定をしている研修会

の中で担当から詳しく説明させていただきますので、この場では農地パトロー

ルの実施に関するお願いとともに、実施の目的とスケジュールについてのみ簡

単にご説明申し上げます。 

では始めに、（１）の、農地パトロールを行う目的でございますが、これは、

優良農地の確保とその有効利用の促進を図っていくため、というのが主なもの

となります。また、３年前に改正された農地法において、農地の権利を有する者

は、その適正かつ効率的な利用を確保しなければならないとの責務規定が設け

られたことに加え、農業委員会に対しては農地の利用状況調査を行うことが義

務付けられました。このため、農地パトロールを利用状況調査と位置付け、不耕

作地の実態把握と発生防止、解消、違反転用の早期発見、防止対策等について重

点的に取り組むこととしております。 

続いて、（２）の実施の対象でございますが、昨年度までと同様に、まず不耕

作地、つまり遊休化のおそれのある農地については、農地法第３０条の規定に基

づき、市内のすべての農地を対象に利用状況調査を実施し、過去１年以上作物の

栽培が行われておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農



地、又は農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比

べて著しく劣ると認められそうな農地の所有者に対し、農業上の利用の増進を

図るための必要な指導を行ってまいります。ただし、過去に本市で遊休農地と呼

んで指導の対象としてきた農地は、正確にはすべて、完全な遊休農地に至る手前

の状態のものです。このため、これまでは遊休農地という用語は使いつつも、農

地法や国の基準で言うところの遊休農地とは異なるものである、と事務局から

は度々説明をしてまいりました。しかし、一つの用語で２種類の農地の状態を言

い表すというこの取扱いは、やはりわかりづらいようですので、今年度からは法

令上の遊休農地に該当する農地と、本市内にあるような、そのおそれのある状態

の農地とを用語で明確に区別するために、後者を、①のところにありますように

「不耕作地」と呼ぶこととしました。このことによって事務の内容が昨年度から

特に変わることはございませんが、今後の事務局からの農地パトロールについ

ての説明の中では、従来遊休農地と申し上げていた部分のほとんどが「不耕作地」

という用語に置き換わることとなりますので、そのようにご理解の上、業務に当

たっていただきますようお願いします。 

次に、②の違反転用については、市内の農用地区域内農地を対象に調査等を実

施します。具体的には無許可の事業用等建築物と１，０００平方メートル以上の

駐車場や資材置場等に供されている農地の所有者に対し、指導を行います。特に、

建物が建っている場合は都市計画法にも違反し、悪質であるため、面積を問わず、

すべてが指導の対象となります。 

 続きまして、（３）の、スケジュールについて簡単にご説明申し上げますが、

こちらは昨年度と変わることはございません。まず、農業委員、農地利用最適化

推進委員の皆様には８月下旬までにかけまして、市内全域の農地の状況を調査

していただきます。その後、委員の皆様からいただいた報告を基に、９月の上旬

ごろに事務局で現地調査を行います。そして、事務局で行った現地調査の結果を、

９月開催の農業委員会にて皆様に報告させていただきます。そこで同意が得ら

れましたら、１０月１日付けで指導文書を送付させていただく予定です。その後

は１か月ほど是正期間を置き、１１月の初旬から委員の皆様に現地確認と合わ

せて、未だ改善されていない農地所有者に対しまして、是正指導をしていただき

ます。その結果を１１月開催の農業委員会にて報告していただきましたら、その

報告を基に再度事務局で現地調査を行います。最後に、この現地調査の結果、未

改善と判断される不耕作地と違反転用農地につきましては、１２月の農業委員

会にて皆様に報告をさせていただきます。 

 ここまでが農地パトロールの一連の流れとなりますが、昨年度から実施方法

を少し見直した点を始め、その他詳細につきましては、後ほどの研修会の中で担

当から説明をさせていただきます。 



 例年大変暑いさなかでの実施ということもあり恐れ入りますが、今年度も農

地パトロールの実施についてご協力をいただきますようお願い申し上げまして、

この件についての説明は以上とさせていただきます。 

 

 議長より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下記のとおり説明があった。  

 

まず、「１ 農業委員会親睦会会計報告について（資料２）」について、３ペー

ジ、資料２をご覧ください。 

農業委員会親睦会の平成３０年７月２０日から令和元年７月１９日までの１

年間の会計を報告いたします。 

 まず、収入の部につきましては、前期からの繰越金が１４５万７，９８４円ご

ざいました。 

 次に、「報酬からの積立」は２５２万円でございました。内訳といたしまして

は、表の摘要欄のとおり１人当たり月５，０００円の１２か月分となっておりま

す。 

次に、「懇親会会費」は、平成３０年７月及び１２月、平成３１年４月に行い

ました３回の懇親会の市長、副市長及び職員の負担分で２１万円でございます。 

 次に、「懇親会ご芳志」は、事務局職員異動者からのご芳志としていただいた

分の、２万５，０００円でございます。 

  次に、その下は１月の特別研修会の昼食代として事務局職員が負担した１，

５００円、以下、デンパークの家族パスポートを購入された６人の方の差額負

担金として１万４，４００円、利息が１３円で、収入の合計としては４２２万

８，８９７円でございました。 

  対する、支出の部につきましては、「懇親会費」が３回分で１３７万８，０

１５円、西日本豪雨災害に対する義援金としての１０万円を含む「慶弔見舞金

等」が１３万８，２００円、「公務災害共済掛金」が８万４，０００円、「デン

パークパスポートの購入費」が１０万５，６００円と、「この機会には購入さ

れなかった方への還付金」が９，６００円、「１月の特別研修会の際の昼食代」

が５４，０００円で、支出の合計は１７６万９，４１５円でございました。 

  結果、差引額は２４５万９，４８２円で、委員１人あたりの残額は５万８，

５５９円でございますが、今回は還付を行わずに次期会計に繰越しをさせて

いただきます。 

  なお、親睦会の規約では、監事は会長職務代理者の職にある者が務めること

と定められておりますので、榊原会長職務代理者に７月１８日付けで会計に



ついての監査をしていただき、適正であるとのご意見をいただいております

ことを併せてご報告申し上げます。 

続きまして、「２ 農地パトロールの町内会への周知について（資料３）」 

 ４ページ、資料３をご覧ください。 

先ほどご説明いたしましたとおり、不耕作地及び違反転用農地の解消のた 

め、農地パトロールを実施しますので、農業委員会が現地立ち入りを行うこと

についてご理解とご協力をいただくようお願いしてまいります。 

ただし、昨年度までは、町内会長あてには７月上旬に回覧の依頼をし、併せて、

広報あんじょうの８月１日号で周知をするという方法を採っておりました。し

かし、実際には７月中にパトロールを開始される委員の方が多く、特に広報へ

の記事の掲載が８月１日号では遅いとのご意見がありましたので、今年度から

は７月１５日号でお知らせをすることといたしました。したがいまして、今後

は農業委員会で皆様にお願いをする前に、市民の方に農地パトロールの実施が

周知される状況になりますが、より実情に合わせた事務の変更によるものでご

ざいますので、ご了承いただきますようお願いします。 

次に、３ 「農業委員・農地利用最適化推進委員等研修会について」ですが、

資料はありませんので、次第の記載事項のみでご説明いたします。この研修会

は、愛知県農業会議の主催で、県内を３地区に分けて毎年同じ時期に開催され

るものです。ただし、昨年度はいったん、参加者を少人数に絞って行う形式に

変更されましたが、今年度は再び、一昨年までのように委員全員を対象とする

形式に戻されたとのことです。したがいまして、受講対象者が多いことから、

西三河地区の会場は知立市文化会館、パティオチリュウが指定されておりまし

て、日時は９月１０日（火）の午後１時３０分からと予定されているとのこと

です。 

  なお、来月の農業委員会では、改めてこの件についての詳細をお知らせする

とともに、委員全員の方に対しまして、出欠席及び交通手段、市の車に乗られ

るか、自家用車を利用されるかということについての確認をさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 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 任期３年目の視察研修について、５ページ、資料４を

ご覧ください。ここでは、視察の実施日や今後の事務につきまして、５月の委

員会で皆様にお願いをいたしましたアンケートの集計結果とともにご説明申

し上げます。 

  まず、設問１の、実施を希望する時期と人数につきましては、２月前後と回

答された方が最も多くなっております。一方、２の、参加できない時期又は日

にちを回答された方はほぼすべての時期にわたっておりますが、２月の下旬



のみ、どなたもいらっしゃいませんでした。 

  以上の傾向に加えて、農業委員会の開催に支障がないことという条件を踏

まえて６月の運営委員会で視察の実施日をご検討いただきました。その結果、

来年の２月２７日（木）及び２８日（金）の２日間と決定いたしましたので、

少し先になりますが、ご予定をいただきますようお願いします。 

  では続いて、３の、希望する視察先につきましては、１泊２日という日程を

考慮してのことかと思いますが、中部地方を中心に関東、近畿という比較的近

い場所を回答された方が多くなっております。 

  次に、６ページをご覧いただきますと、４にはその他の意見等が記載してあ

ります。特に、視察先についてはかなり具体的に書かれていた方もいらっしゃ

いますので、参考にさせていただきたいと思います。また、視察のあり方その

ものに対するご意見もいただいておりますので、次回以降実施する際に考慮

させていただきたいと考えております 

  最後に、５の、今後の進め方でございますが、視察先等につきましては、複

数の旅程案について再度アンケートを実施した上で、その結果を基に運営委

員会で決定させていただきたいと思います。なお、その結果につきましては、

決定し次第、速やかに定例会の中で報告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 配付物ですが、のうねん

７月号、及び次第にはありませんが、農業委員業務必携が直前に届きましたので

お手元に配付いたしました。ご活用ください。 

最後に、６ 次回予定でございますが、８月２２日(木)午後１時３０分より災

害対策本部室にて運営委員会を、午後２時３０分より第１０会議室にて定   

例会を行います。 

 なお、研修会につきましては、来月は実施する予定はございません。 

 連絡・報告事項については、以上でございます。 

 

 議長より質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 午後４時１５分、議長は閉会を宣する。 


