
 

 

  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和元年９月２４日（火） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時３０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               ２８名 

 

近藤 正広委員 

 

  

 

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 

 

 

 

３ 柴田 孝敏 委員 

９ 黒柳 幹保 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 ３ 柴田 孝敏 委員 ９ 黒柳 幹保 委員 

 また、欠席者は １１ 近藤 正広 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３９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３９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２５、２６の計２件です。申請内容は、売買

が２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１，８０３㎡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４０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４１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４０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１１の１件で、転用目的は、農業

用倉庫です。申請面積は、畑２６９㎡です。 



続きまして日程第３第４１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１０８から１２５までの１８件です。

転用行為別に見ますと、診療所が１件、薬局が１件、駐車場が９件、分家住宅が

５件、工場が１件、農業用倉庫が１件です。面積につきましては、田３５,９４

９㎡、畑２，００３㎡、合計３７,９５２㎡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１２４です。申請

日は令和元年９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、貸渡人の所有する畑を転用し、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から３のとおりです。

事業期間につきましては、令和元年１１月から着工し、令和２年３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、汚水・雑排水は下水道に接続し、雨水については集水マス

を設置のうえ、最終枡を経由して西側道路側溝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１９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１０８、１１０、１１

１、１１２、１１６、１１９、１２２及び１２３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、９月１７日火曜日に加藤

まさ江委員と太田千尋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、加藤まさ江、太田千尋両委員に各案件に

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。 

 

〇加藤 まさ江 委員 



 

 ９月１７日に現地調査に行ってまいりました。今回は２６件でした。その時に

感じたことを報告いたします。今回も分家住宅１１件、多いと思いました。駐車

場は９件、その中で、受付番号１１５新田保育園の隣の田が駐車場に転用される

件ですが、たまたま子どもたちを送って見える時間でした。狭い道路に車が渋滞

していました。道が狭く、すりかわれる状態ではありませんでした。駐車場が借

りられてよかったなと思いました。 

 また、受付番号１１０、１１１●●の●●の駐車場として、１６，８４９㎡と

たくさんの農地が転用されてしまうのは、とても残念だと思いました。豊食の現

代、食糧難がこない限り、今を生きている私たちがよければいいという考えだけ

では、先祖の人たちが守ってきた農地を未来の子どもたちに継ぐことは難しい

と思いました。工場の建築の転用や駐車場の拡大の転用が多く、自動車産業は景

気が良いのかなと思いました。 

以上です。 

 

〇太田 千尋 委員 

 

 今回現地調査で駐車場が９件ありました。新田保育園では、道幅が狭いため、

送迎時には先生が片道通行になるように誘導するとのことでした。●●さんは

現在片道ですが、両面道路にするとのことでした。特に大きな会社、●●２２０

台、●●５６３台、●●で２６３台、●●で３００台の駐車場を作るとのことで

す。生活道路の影響や、周辺の道路の混雑大丈夫なのかと気になりました。 

 以上です。 

 

〇市川主査 

 

 ありがとうございます。今おっしゃっていただいた件数なんですけれども、今

回の現地調査、行っていただいたのが、４条５条の転用の現場と、この後説明の

あります８月に除外の申出があったところもご覧いただいたということで、４

条５条の件数よりも多い件数を回っていただいたということになります。 

 また、今お話しいただいた新田保育園の駐車場なんですけれども、もとより送

迎の方用の駐車場がないということと、職員用駐車場が少し離れた所にあると

いうこともありまして、駐車台数３６台分を今回新たに確保するという計画と

なっています。 

 また、大規模な●●の駐車場なんですけれど、これから●●社員がかなりの人

数が新しい工場に移ってきまして、それに伴って駐車場が不足するということ



で、大規模な駐車場の申請となっております。こちらは元々農用地となっており

まして、除外の手続きをとったうえで今回転用の申請が出てまいりました。 

 あと、合わせて今お話をいただいた●●の●●さんにつきましても、社員の増

加等々で駐車場がかなり不足しているということで、かなり大規模な駐車場の

転用申請ということになっております。今後、駐車場が増えたことによって通勤

経路等による影響が出てくると思われますけれど、今の時点では社員がどの経

路を通ってくるというところの特定がなかなか難しいものですから、また今後

様子を見ながら会社としても、農業者さんに影響がないように指導していくと

お話を伺っております。 

 以上です。 

  

 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４２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４２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。面積につきましては、田１，０１４㎡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。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第５ 第４３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４３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１２及び１３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１３，５２９㎡、畑７，０５０㎡、計２０，５７９㎡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７ 報告第８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６報告第９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１３の１件で、共同住宅の建築が１件です。面積は、田４９０㎡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５３から６６までの１４件で、住宅の建築が１０件、駐車場の設置が３

件、貸しビルの建築及び駐車場の設置が１件です。面積は、田３，９６９㎡、畑 

２，７７６．０８㎡の合計６，７４５．０８㎡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９２から１１２までの２１件です。解約事由別にみま

すと、高齢により耕作困難のためが３件、収用するためが４件、転用するためが  

７件、売却するためが６件、自作するためが１件です。面積は、田３０,８０３．

４３㎡となっております。 

続きまして、取消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。取消の事由としましては、譲受人が死亡し計画がなくなったため 

です。面積は、田３３０㎡です。 

続きまして、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４及び５の２件です。変更の事由としましては、道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延長するためが２件です。 

 面積は、田１９，７１８㎡となっております。 

 最後に、相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況についてご説明申し上



げます。今回の調査は、６件です。現地調査の結果、免除対象予定地を農地とし

て利用していました。 面積は、田１７,２９８．５６㎡、畑７３１㎡の合計１

８,０２９．５６㎡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 

 

１ 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山本主査から次のとおり説明があった。 

 

 それでは、事前にお送りさせていただきました、安城市の農業の振興に関する

計画調書をご覧ください。 

 この調書に記載をしてありますのは、この後の議事でもあります農用地利用

計画変更の申出、除外の申出にも関連いたしますが、８月２０日付けにて提出さ

れた農用地利用計画変更、いわゆる除外申出の中の案件の二つになります。これ

らの申出地につきましては、現在施工中の県営かんがい排水事業中井筋地区、中

井筋依佐美地区の受益地となっておりますが、そもそもこのかんがい排水事業

は、既存の排水路の補修、能力の向上を図るものなので、受益地の土地を農用地

区域から除外したとしても、事業そのものへの影響は小さいと考えております。

ただ、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除外することはできないとなっておりますので、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ることで、例外的に除外ができるようになりま

す。今回の案件、分家住宅と児童発達支援センターでございますが、農村集落の

維持・拡大や若者の地域に定住させるための居住環境整備に繋がるものであっ

たり、各所の生活環境整備を推進するものであるという風に考えておりますの

で、地域の農村集落の振興に寄与すると考えております。この市の計画というの

は、２７号計画と呼ばれておりまして、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。 

 説明は以上です。 

 

  議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 



 

２ 農用地利用計画変更申出について 

 

 上記の議題について山本主査から次のとおり説明があった。 

  

 これは先ほどの２件の案件も含めた、令和元年８月２０日に申出のありまし

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、分家住宅の建築が６件、駐車場が２件、駐車場兼資材置

場が３件の申し出となっています。除外自体は１１件、用途変更いわゆる農地か

ら農業用施設用地へ変更する用途変更が１件、合計が１２件、面積は１２，６４

８㎡となっております。 

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、９月１７日火曜日に太田千尋委員と、加藤ま

さ江委員にお願いし、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。 

 

３ 不耕作地・違反転用農地の指導について 

  

上記の議題について岡田係長から次のとおり説明があった。 

 

まずは委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、また、大変厳しい暑

さの中、現地調査を行っていただきまして、ありがとうございました。 

では、本日別にお配りしてございます資料のうち、右肩に「１」とある「不耕作

地・違反転用農地の指導について」という見出しの付いた資料の１ページをご覧

ください。始めに、「（１）指導対象農地の決定について」ご説明いたします。 

先ごろ、皆様からご提出いただきました意見書に基づき、事務局職員が担当する

地区の現地調査を行いました。 

その結果、所有者に指導をすべき農地としたものを５ページから１６ページ

までのリストに記載してあります。このうち、網掛けをしたものは昨年９月の本

会での結果報告においてリストに挙がっていなかったもの、つまり、今年度新た

に発生したものでございます。 



 一方、網掛けのないものは昨年度から継続して指導対象としている農地でご

ざいますが、こちらには、昨年９月の本会での結果報告においてリストに挙がっ

ていた農地で、その後いったん解消されたものの、今回再び指導対象となったも

のも含まれております。 

次に９ページをご覧ください。真ん中あたりの小さい表ですが、まず、不耕作

地としての指導対象農地は９０筆で７１，２９１㎡、そのうち新たに発生したも

のは４８筆の４６，６５１㎡でございます。 

昨年度と比較しますと、全体の面積は、約４６％の増加となっておりますが、そ

の多くは今年度新たに指導対象になったものです。 

また、違反転用の指導対象農地は、１０ページから１６ページに記載してござ

いますが、ここでは１６ページをご覧ください。違反転用農地は１０１筆、８１，

０４６㎡で、そのうち新たに確認されたものは４筆、５，７５２㎡でございます。 

これらの結果を受けての今後のスケジュールでございますが、本日指導対象

農地が決定されますと、１０月１日付けで、不耕作地の所有者には、農業委員会

会長と市長の連名による２ページの文書を送付いたします。なお、昨年度からは

この文書と併せて３ページの「利用意向確認書」を送付し、事務局あてに提出し

てもらうこととしまして、所有者が貸付けを希望しているのか、あるいは自ら耕

作する意思があるのかといったことをいち早く確認できるよう変更を加えてお

ります。また、違反転用農地の所有者には、同じく連名の４ページの文書を送付

してまいりますが、こちらについても、昨年度からは指導の効果をより高めるた

めに、下線部のように各種の許認可を受ける際に支障が生じる可能性があるこ

とを告知するようにしております。 

続いて、１ページにお戻りください。「（２）」のスケジュールの４段目のとこ

ろですが、改善の期限につきましては、１０月３１日としております。 

そして、１１月初旬には、推進委員及び農業委員の皆様には再び現地確認をし

ていただきますが、その際に改善が見られなければ、電話あるいは直接所有者に

会っていただく方法により、解消に向けた指導をお願いすることになります。し

たがいまして、１０月の間の１か月はひとまず、指導対象者の是正行為を待つ期

間、様子見の期間となりますので、１１月以降に再び行っていただく現地調査や

指導の方法等につきましては、来月、１０月の農業委員会において、必要書類を

お配りしながら詳しく説明をさせていただきたいと思います。このあたりは昨

年度から変更した点でございます。昨年度は、今月にあたる会議で全ての書類を

お配りしていましたが、期間が空きすぎますので、来月にまた改めて説明をさせ

ていただくというかたちに変更してあります。 

ただし、指導文書には地区担当の委員の氏名が記載してありますので、１０月

のあいだにも、指導文書を受け取った方から皆様に何らかの相談があることも



当然に考えられます。したがいまして、その場合の対応方法を１７ページに記載

してございますので、参考にしていただくとともに、特に除外や転用の可否の相

談のように判断が難しいことにつきましては、遠慮なく事務局へご相談くださ

い。 

 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、次のとおり質問があった。 

 

〇石川 和明推進委員 

 

 今報告があった内容なんですが、今年は、非常にこういった耕作放棄地が増え

たなとそんな印象を持っています。そんな中でですね、辿っていくとみなさん高

齢になってみえて、その息子さんたちは手を出さないのかなと、そんな実態です。

ここの今の改善資料の内容のところで、貸したいというところあたりが今度あ

がってくるのかどうか分かりませんが、安城市は畑・樹園地お見合い制度等々も

あるようですが、特に水田については担い手の方が十分育っているので大丈夫

だと思うんですが、畑についてこの貸したいというところについては、非常に出

てくると厳しいのかなと、それから家庭菜園等々の話もあるでしょうけども、や

はりそこには水がなきゃいけない、トイレがなきゃいけない、駐車場がなきゃい

けない、気分の問題？等々もあるのかなというところで、貸したいというところ

に非常に疑問を持ちますが大丈夫でしょうか。 

 

〇岡田係長 

 

 委員のおっしゃることはまさにその通りでございます。ただなるべく早く所

有者の意向を確認するというのが、まず一つ目的としてこちらも確認書もござ

いますので、やはり、できることは確かに畑・樹園地システムなどをお勧めする

ことくらいしか今のところできませんが、そうしたことをきっかけに少しでも

早く貸し付けに繋がるような方法を探っていければという風に考えております。

答えになっているか分かりませんが、そんなことでよろしくお願いいたします。 

 

 議長が再度質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

４ 農業委員会活動記録の推進について 

 

 上記の議題について岡田係長から次のとおり説明があった。 



 

 関係する資料といたしましては、定例会資料１ページの資料２と、それから、

別にお配りしたものが４種類ございますのでご確認ください。１つ目は「資料２

別冊」とある冊子、２つ目はＡ４横長の「月別の農業委員会活動記録簿（片面刷

り１２ページ）」の冊子、３つ目は同じくＡ４横長の「農業委員会活動記録帳（両

面刷り６枚）」の冊子、最後にＡ３の１枚のもので、２０１９年の活動記録簿集

計表、でございます。４種類について配付もれがないか確認をお願いします。 

 今回、委員の皆様には引き続き農業委員会活動記録の作成をお願いしてまい

ります。その根拠は、愛知県農業会議からの通知文書にありまして、それを要約

したものが、定例会資料１ページの「１ 農業委員会活動記録を推進する目的」

の部分にございますが、簡単に申し上げますと、一つは農業委員会の日頃の活動

状況や成果を目に見えるものとして記録し、地域に発信していくために、もう一

つは、国や県の交付金を活用する上での活動の根拠資料として用いるためでご

ざいます。 

 次に、具体的な記録の仕方につきましては、昨年度から変わっておりませんの

で、日常的には、お配りしてある「月別の活動記録簿」と「活動記録帳」の二つ

を使用して、これまで同様月ごとの活動を記録していただくことになります。 

では、改めて月別の活動記録簿の記録の仕方についてご説明いたします。「資料

２別冊」とある冊子の最後、６ページに、記入例がございますので、こちらをご

覧ください。 

まず、業務の種類が細かく分かれていますが、行ってただいた活動がどの業務

に当たるかにつきましては、同じ冊子の１ページからの「Ⅰ 農業委員会活動記

録簿のつけ方」及び「Ⅱ 活動の分類の解説」を参考にご判断ください。 

次に、記入例に戻りまして、一番左の欄には、その月において活動した日を記

載していただきます。 

そして、法律の第６条１項から３項までの各業務が列記してあるところの、そ

れぞれ左端にある「活動実績件数」という欄には、１日活動した場合には○を、

半日活動した場合には△を記入していただきます。 

なお、この「１日」、「半日」の判断の仕方につきましては、一応前の方のペー

ジに解説がありますが、これによると午前と午後の時間の長さの違いによる不

公平が生じたり、活動が昼の１２時を挟んだ場合の判断が難しかったりします

ので、昨年もお知らせした基準に基づきまして、おおむね２時間を超える活動は

「１日」、２時間以下の活動は「半日」と考えていただくようお願いします。 

続いて、その右側の「活動の分類」については、実際に行った活動の覧にチェッ

クの印をご記入ください。 

では、今のことを具体例で申し上げますと、上から３段目の７月１２日とある



ところですが、この日に４時間、農地パトロールを行ったとします。この場合は、

第２項の業務の左端の、活動実績件数の欄に「○」を記入した上で、「農地パト

ロール（農地利用状況調査）」の覧にチェックしていただくことになります。な

お、その一番下には合計という欄がありますが、ひと月の活動が終わるごとにこ

の部分の集計を終えておかれますと、後で説明いたします年間の集計表に転記

する際に楽になります。 

では次に、今後の事務についてでございます。来年３月までの活動を終えられ

ましたら、今年４月からの１年分の記録を、Ａ３、１枚の２０１９年用の集計表

様式で各自集計していただきまして、この集計表の様式だけを事務局へご提出

ください。期限は、来年４月の農業委員会でございます。ちなみに、もう一つお

配りいたしました「活動記録帳」につきましては、メモ代わりに自由に使用して

いただくために用意したものですので、併せてご活用ください。 

 そして、活動の記録そのものにつきましては、今年度の場合と同様に、来年４

月以降も引き続きお願いをいたしますが、来年の７月には任期満了を控えてお

りますので、このことに伴う事務につきましては、後に改めて説明をさせていた

だきたいと思います。 

 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、次のとおり質問があった。 

 

〇稲垣 英男 推進委員 

 

 この委員会に出席したのはどこか記載する箇所はありますか。 

 

〇岡田係長 

 

 月別の活動記録簿の場合ですと、一番左の方に総会・部会等への出席という欄

がございますのでこちらにご記載ください。半日ですと、「△」ですし、一日な

ら「〇」です。まず、出席というところにチェックをうっていただいて、その左

の欄の活動実績件数というところに、〇なり△をつけていただくというかたち

になります。 

 

 議長が再度質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

５ 生産緑地の買取希望者の調査依頼について 

 



 上記の議題について岡田係長から次のとおり説明があった。 

 

 ２ページ、資料３をご覧ください。 

市の都市計画課に新たに買取り申出のあった生産緑地につきまして、同課か

ら関係機関へ公共施設用地としての買取希望の照会を行った結果、希望があり

ませんでしたので、生産緑地法第１７条の２の規定により、農業委員会に買取希

望者の調査についての依頼がございました。そこで、営農を希望される方が取得

できるよう、調査のご協力をお願いします。 

 申出地は、上条町地内の２筆で、面積は２，１７４平方メートルです。買取希

望価格は㎡当たり１１万円と伺っておりますので、２億３，９１４万円でござい

ます。 

 なお、３ページ及び４ページは土地の位置図となっておりますので、参考にし

ていただくとともに、買取り希望者がいらっしゃいましたら、来月の農業委員会

までに事務局へお聞かせ願います。 

  

この件については、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。 

 

 続いて、連絡・報告事項について下記のとおり説明があった。 

 

１ 令和２年度産米の生産数量目標面積の配分について 

 

 上記の報告事項について、神谷主事から次のとおり説明があった。 

 

 農務課振興係の神谷です。私から「令和２年産米の生産数量目標面積の配分に

ついて」説明させていただきます。次第の５ページをご覧ください。 

令和元年８月２６日に愛知県農業再生協議会から配分目安が示されました。 

また、それに伴って９月１８日に開催した安城市地域農業再生協議会で承認さ

れた内容を説明させていただきます。 

令和２年産米の安城市の生産数量目標が１０，１２８t、面積換算値が１，９

０１ｈa、配分基準単収が５３３kg／１０ａになります。平成３１年産米は生産

数量目標が１０，１２７ｔ、面積換算値が１，９００ｈａ、配分基準単収が５３

３kg／１０ａとなり大きな変更はありません。 

こちらの配分基準単収等の計算方法は愛知県農業再生協議会からの資料を元

に計算しております。簡単に申し上げますと、平成２２年から平成２８年の７年



間のうちの上と下の単収を除いた五か年の平均の単収の値となっております。 

また、試験研究用、学校田用水田については、安城市で試験研究用・学校田用

で使用している水田が４ｈａあり、例年と変更はありません。 

続きまして、各集落の配分割合について説明させていただきます。 

配分基準値は、５ページ真ん中にありますとおり、面積換算値１，９０１ｈａか

ら試験研究用・学校田用の４ｈａを引いた１，８９７ｈａを基本面積３，０７９．

８ｈａで割った６１．５９％になります。こちらの配分基準値６１．５９％の小

数点第２以下を切り捨てし、６１．５％が配分割合になります。 

基本面積３，０７９．８ｈaについては、各集落の水田を積み上げた面積にな

ります。 

続いて、次第６ページをご覧ください。こちらにありますのが、今説明しまし

た６１．５％の数字を各集落で配分した数字になります。表中の左側、基本面積

（Ａ）が各集落の面積になります。米の作付目標面積（Ｂ）は各集落の基本面積

に６１．５％をかけた数字が米の作付目標面積になります。転作面積については

基本面積から米の作付目標面積を引いた面積になります。 

各集落の皆様には、表に記載してある米の作付目標面積、転作面積での計画を

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。 

 

 続いて２以降の連絡・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。 

２の配付物ですが、のうねん９月号をお手元に配付しましたので、ご活用くだ

さい。 

それから次第には記載がございませんが、９月１０日に知立市で行われた全

員研修会、こちらを欠席された方につきましては、お手元に資料をお配りしてお

ります。 

最後に、３ 次回予定ですが、１０月２３日水曜日、午後１時３０分より災害

対策本部室にて運営委員会、午後２時３０分より第１０会議室にて定例会を、午

後 ３時３０分から第１０会議室にて研修会を行います。 

なお、来月の研修会でございますが、平成２８年に改正された農業委員会法で

は、農業委員会は必要に応じて市長など関係機関に対して、農地等利用最適化推

進施策の改善に関する意見を提出することとされています。この規定に従いま

して、当農業委員会では、今年度中に市長に対して意見書を提出することを計画



しておりますので、制度の概要から意見書の作成、提出までの事務の流れなどに

ついて、事務局から説明をさせていただきたいと思います。 

 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３時３０分、議長は閉会を宣する。 


