
 

  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和２年３月２３日（月） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時３０分 

会   場  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               ２７名 

 

法第８条による委員数                １２名 

法第１８条による委員数               ２６名 

 

柴田 孝敏委員、近藤 正広委員、稲垣 信彦推進委員 

 

  

 

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 

 

 

 

８  太田 良子 委員 

９  黒柳 幹保 委員 

 

 



会議の記録 

 

午後２時半、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 ８ 太田 良子 委員 ９ 黒柳 幹保 委員 

 また、欠席者は ３ 柴田 孝敏 委員 １１ 近藤 正広 委員  

 １７ 稲垣 信彦 推進委員 

  

 続いて議長は議事に従い、下記のとおり議案を上程 

 

□ 日程第１ 第８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８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７から１１の計５件です。申請内容は、贈与が

２件、売買が３件です。譲受人の理由は、農耕に精進するためが１件、農業経営

規模の拡大を図るためが４件です。 

また、譲渡人の理由は、後継者に農業の承継を図るためが１件、相手方の要望

によるためが２件、耕地遠隔等耕作不便のためが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３，３７２㎡、畑５，９２８㎡、合計９，３００

㎡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９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１０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９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１及び２の２件で、転用目的は自己用住宅が１件、農

家住宅敷地の拡張が１件です。申請面積は、田 １５３．１０㎡、畑 ３４㎡、

合計 １８７．１０㎡です。 

続きまして日程第３ 第１０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１３から３７までの２５件です。転用行為別に見ます

と、分家住宅が８件、住宅延長敷地及び駐車場が１件、駐車場が７件、資材置場

兼駐車場が４件、店舗が１件、診療所及び駐車場が１件、グループホーム及び駐

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１９，８７９．５㎡、畑６，３６６㎡、合計２６，２

４５．５㎡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１９です。 

申請日は令和２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、

借受人が、貸渡人の所有する田と畑を転用し、診療所及び駐車場を設置するもの

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２年５月から着工し、令和２

年１０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、敷地境界にコンクリートブロ

ック積み及びフェンスを設置し、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・雑排水は合併処理浄化槽により処理し、道路側溝に排

水します。雨水については敷地内の集水枡で集水後、地下貯留槽浸透施設を経由

して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２７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１９、２６、２７、３

２、３６、３７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１６日月曜日に黒柳

幹保委員と加藤まさ江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。 

 

なお、従来はここで現地調査をされた委員にお気付きの点をご発言いただい

ておりましたが、今回からはこの後の協議・依頼事項の「２ 農用地利用計画変

更申出について」においてご発言いただくように変更したいと思います。お二人

には後ほどよろしくお願いいたします。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第４ 第１１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１１号議案 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証

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１の１件です。買い取り申出の事由は、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、

買い取り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 １，９８３㎡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１２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等について 

 

 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１２号議案 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農

用地利用集積計画等について説明させていただきます。 

それでは、議事に入る前に、令和元年１１月１日付け「農地中間管理事業の推

進に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴う、審議方法の変更につい

てご説明申し上げます。 



従来は農用地利用集積計画により、貸し手から農地中間管理機構に農地を貸

し付け、農用地利用配分計画により、農地中間管理機構から借り手に農地を貸付

する必要がありました。 

この法律の施行に伴い、出し手と受け手のマッチングが整っている場合には、

１つの集積計画で「貸し手から農地中間管理機構の貸借」、「農地中間管理機構か

ら借り手への貸借」という２つの貸借を一括で設定することが可能となりまし

た。この方法は、農地利用集積円滑化事業による権利設定と同じ手続きとなりま

す。 

なお、すでに農地中間管理機構による権利設定をおこなった農地の権利移転

については、従来通り農地中間管理機構が配分計画を作成し、農業委員会に意見

を求めることとなっております。 

また、農業経営基盤強化促進法第１５条に基づく、いわゆる相対による権利設

定は引き続き可能なため、市外耕作者による権利設定は従来通り「相対」による

権利設定を行います。 

それでは、日程第５ 第１２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頁目の「令和２年度農用地利用集積計画 

実施総括表 令和２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、４０８，４９２㎡、期間満了による更新の面積が、１，

５２６，６１０．６２㎡、合計１，９３５，１０２．６２㎡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。 

２頁目から５頁目につきましては、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。 

 引き続きまして、６頁目の令和２年度農用地利用配分計画案についてご説明

申し上げます。 

こちらは、先ほどご説明申し上げました、すでに農地中間管理機構による権利

設定をおこなった農地の権利移転に関するものです。 

 それでは、令和２年度農用地利用配分計画案の集計表をご覧ください。 

 農用地利用配分計画は、農地中間管理機構が所有者から借り受けた農地を耕

作者に貸し付けるために農地中間管理機構が作成する計画です。 

 市は、農地中間管理機構からの依頼を請けこの配分計画の案を作成すること

になっており、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の規定では、この



案を作成するにあたり、必要があると認めるときは、農業委員会の意見を聞くも

のとするとされておりますのでご審議をお願いします。 

今回は、耕作者の移転に伴う権利の移転となります。 

権利の移転を受ける者、権利の移転をする者、移転の時期、移転する権利、及

び移転する土地はご覧のとおりとなっています。集計表の一番下をみていただ

きますと合計が記載されております。権利の移転をする農地の面積の合計は、２

筆、１，７５６㎡です。本日、農用地利用配分計画案の内容についてご了承いた

だけましたら、農地中間管理機構に提出させていただくことになります。 

 

以上で説明を終わります。 

 

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、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、３ページ目の

表の下から３人目の行に記載されております。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 加藤まさ江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、４ページ目の表の上から７人

目の行に記載されております。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 鈴木貴士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ページ目の表の上から６人目の行に記載されております。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 林茂樹委員は入室してください。 

 

 続きまして、これまで審議した部分を除く集積計画と６ページ目の権利の移

転に関する配分計画案について審議いたします。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第６ 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 

 

 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 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ご説明申し上げます。 

こちらは、先ほどご説明申し上げました、市外耕作者に対する、相対による権

利設定に関するものです。 

 本日別冊でお配りしました、議案１頁目の「令和２年度農用地利用集積計画 

実施総括表 令和２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、９，６２２㎡、期間満了による更新の面積が、３７，

５７０㎡、合計４７，１９２㎡です。なお、移転する面積は３，５０４㎡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３月

１５日時点で、２，２７６ｈａ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６２．０７％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。 

 

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３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２から４の３件です。転用行為の概要は、資材置き場の設置が１件、共同 

住宅の建築が１件、駐車場の設置が１件です。面積は、畑 ２，２００㎡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１１から１６の６件です。転用行為別にみますと、住宅の建築が４件、

区分所有建物の建築が１件、分譲宅地用地が１件です。面積は、田 １，２８６

㎡、畑 ９０４㎡の合計２，１９０㎡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１５から３９の２５件です。解約事由別にみますと、転用

するためが３件、売却及び自作するためが１件、高齢により耕作が困難のためが 

１件、自作するためが５件、規模縮小のためが１件、収用のためが６件、自作及

び収用のためが１件、労力不足のためが１件、売却するためが５件、他者に賃貸

しするためが１件です。面積は、田 ３５，６６５．０７㎡、畑 １，８９３㎡ 

合計３７，５５８．０７㎡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１及び２の２件です。昭和５７年建年の倉庫が建っており、現在も利用中のも

のが１件、昭和５０年建年の居宅が建っており、現在も利用中のものが１件です。 

面積は、田 ２９㎡、畑 １５２㎡、合計 １８１㎡となっております。 

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１の１件です。変更の事由としましては、通路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１件です。面積は、田 ９，０７５．

５０㎡となっております。 

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 ２０



０㎡となっております。 

 

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。 

 

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 

 

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、事前に送付してあります、安城市の農業の振興に関する計画調書

をご覧ください。この調書に記載してありますのは、この後の議事農地利用計

画変更の申出にも関連いたしますが、先月２０日付けにて提出されました農用

地利用計画の変更申出の中のものでございます。今回のこの２案件の申出地に

つきましては現在施工中の県営かんがい排水事業明治用水西井筋の受益地と

なっていますが、この事業は既存の排水路の能力の向上等をはかるものである

と、その受益地内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

影響が小さいと考えられております。 

ただし、法令上の規制としてその事業の完了後から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が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れば、例外として除外することがで

きるようになります。今回の２案件につきましては、農村集落の維持・拡大や、

若者等を地域に定住させるための、居住環境整備等に繋がるものであると言え

ます。 

この市の計画というのは、根拠法令の条文から２７号計画と呼ばれており、

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ので、本日提案

させていただいております。 

説明は以上になります。 

 

議長より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。 

 

 これは令和２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１０件、５，９２６㎡でした。 

除外の目的別に見ますと、分家住宅の建築が４件、駐車場が２件、店舗が１件、

工場が１件、駐車場兼資材置場が１件、携帯電話用無線基地局が１件の合計１０

件の申し出となっています。 

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、農地転用の現地調査と同じ、３月１６日、月

曜日に加藤まさ江委員と、黒柳幹保委員にお願いし、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。 

 

ここで今回の現地調査をされました、加藤まさ江、黒柳幹保両委員に各案件に

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 

 

 ３月１６日に３７件の現地調査に行ってまいりました。その中でも、残念だな

と思う個所は、除外に関する案件の２番です。田んぼばかりの一角に分家住宅が

建つというのは、できればやめてほしいと思いました。 

しかし、ここしか農地がないということですので、残念ですが許可が出てしま

います。埋め立てをして宅地にするだけでも、かなり経費がかかると思いますの

で、住宅地の近くで売りたい農地を買っていただけるといいと思いました。 

 今は、親も子供も自由に生きたいという時代です。まだまだ核家族が進んで、

農地が減りそうです。それと並行して、空き家がこれから増えてくると思います。

空き家の斡旋をして、できるだけ優良農地を守れたらいいなと思います。 

 以上です。 

 

〇黒柳幹保委員 

 

 ３か月に一度の除外の申請と合わせて現地調査しましたが、除外をして農地

からの転換ということで、先ほど加藤委員が申しあげたとおり、農地の中にポツ



ンと分家ができてしまうということで、住まわれる住宅ですので、農作業される

方とトラブルがなければいいなと思います。他に土地がないというなら仕方な

いなと思いました。 

 以上です。 

 

〇山本主査 

 

 現地調査ありがとうございました。先ほど意見が出ましたけども、農用地区域

の除外は、白地の農地と違って、どうしても一定の広がりの農地の中にある場所

の除外・転用になりますので、白地の農地と違って転用することによって、営農

への支障が大きいのかなと思います。ただ、農用地からの除外ですから、規制や

基準は白地の転用と比較しても厳しくなっております。農地法の立地基準に加

えて、農振法の立地基準を満たすことも必要となりますし、加えて、選定基準に

関しても厳しく見ております。今回の分家住宅の案件でも、親族、お父さんお母

さんや、おじいさんおばあさんの持っている土地の中で市街化の土地がなく、宅

地や雑種地を持っていない、白地の農地も持っていない、とにかくここしかない

というような条件を設けて、それでも、立地基準を満たしてここしかないんだと

いうことであれば、委員の言われたようにやむを得ないのかなと事務局として

も思っております。しかし、そういった中で家を建てるということが、近くで営

農されている方にとっては影響が大きいということもあるので、転用の際には、

申出者には地元あるいは耕作者の方と十分協力、協議をして影響のないような

かたちで施工をしていっていただくように、働きかけをしたいと思います。 

 

議長より質疑を諮ったところ、次のとおり意見があった。 

 

〇浅井清幸委員 

 

 この利用計画変更ですけれど、和泉町の場合ですと、間違いなく申請者に対し

ては、農業用の排水路の清掃に参加することということを、要望として申請書に

書くようにしています。そうしないと、私は農地の排水路には関係ないと終わっ

てしまう申請者の方が多いんです。農振地域を優良な宅地に変えるわけですか

ら、排水路の清掃事業に関して、できるだけ協力する、参加するということを前

提条件にしてほしい。そういったことを書かれていない地域はそういう風にし

ていただけるといいと思います。 

 以上です。 

 



〇山本主査 

 

 ありがとうございます。今、浅井委員がおっしゃられたように、各推進委員さ

んの方で意見書を必ず書いていただきますので、その際に必ず地域の清掃活動

ですとか、そういったものに参加すること、協力することを書いていただいてい

る地域もあると思います。そういったことは意見として行政書士を通じて本人

の方に伝わるようにしたいと思います。事務局の方からもそういった記載が意

見書に特になくても、申請の際ですとか、許可書受け取りの際などに、そういっ

た機会を通じて、周知を図るようにしておりますので、今後ともよろしくお願い

いたします。 

 

議長より再度質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

３ 安城市農業委員会規程の一部改正について 

 

 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。 

 

 では、定例会資料の１ページ及び２ページの、資料１をご覧ください。令和２

年度の市の組織改正に伴いまして、このたび、農業委員会規程の一部を改正する

必要が生じました。 

 改正の内容といたしましては、現在農務課が所属している「産業振興部」の名

称が、この４月１日からは環境部門の課を統合して「産業環境部」に変更されま

すので、条文中の、農業委員会の事務局長及び事務局課長の市職員としての役職

名を、ご覧のように改めるものです。 

 この件については、以上でございます。 

 

議長より再度質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

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「農地等利用最適化推進施策の改善に関する意見の提出スケジ

ュールについて」は、３ページの、資料２をご覧ください。 

 まず、「１ 意見書案の策定経過」というところにありますように、この件に 

つきましては、昨年の１０月から事務を進めてまいりました。今年に入ってから 

は、１月及び２月に計３回、実人数で１３名の委員の方にご出席をいただいて 

「策定検討会」を開催し、そこでの審議を経まして、意見書の案が概ね固まって 



まいりましたので、本日は、市長に提出するスケジュールの見通しについてご説 

明申し上げます。 

 なお、先月２５日に開催した第３回の検討会に出席された皆様には、３月２日 

付けの通知文書で、いったんは年度末の３月３１日に意見書を提出するという 

最短のスケジュールをお知らせしましたが、審議手続をより慎重に行うために、 

これを見直しましたので、本日ご説明するスケジュールの方が正しいものとご 

理解ください。 

 では、具体的に申し上げます。１の表の一番下には、「３月２３日 運営委員 

会で最終案を審議」とありますが、意見書の案につきましては、本日の運営委員 

会でご承認をいただきました。したがいまして、今後は事務局で最後の内容精 

査を行い、「２」の「今後の予定」というところにありますように、来月、４月 

２２日の定例会で詳細を説明の上、正式にお諮りをさせていただきます。 

そして、そこでご承認をいただくことができた場合には、農業委員会を代表し

て、杉浦会長及び榊原会長職務代理者にご出席をいただきまして、４月下旬、

今のところ市長の予定が合う２４日の金曜日辺りに、市長に提出するというス

ケジュールを見込んでおります。 

 この件については以上でございます。 

 続いて、「２ 農業委員会活動記録簿集計表の提出について」は、４ページの、

資料３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、４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こちらの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、又は９月にお配りしたもののどちらでも結構ですが、「２０１９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。 

なお、集計表への記載の仕方につきましては、５ページと、次の６ページに 

標準的な例が記載してありますので、参考にしていただきたいと思います。 

それから、本日お配りしたのは、提出用の様式１枚のみですが、そのほかの 

資料も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、日々の活動の記録につきましては、４月以降も引き続きお願いをいた

しますが、７月の改選で任務を終えられる方につきましては、４月から任期満了



日である７月１９日までの約４か月の記録を同様に集計の上、事務局にご提出

いただく予定をしておりますので、この点については、５月以降の定例会で改め

て説明をさせていただきます。 

 連絡・報告事項の１及び２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。 

 

続きまして、「３」の「愛知県農業会議令和２年度第２回臨時総会」につきま

しては、３月２６日（木）に、愛知県三の丸庁舎で開催されますので、会長は理

事として出席、事務局課長は欠席の上、書面により議決権を行使することを主催

者には報告してございます。 

次に「４」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、次第にはございませんが、これまでも毎月、

封筒に入れてお渡しをしております委員報酬の明細書ですが、今月から市の会

計処理システムが新しくなった関係で、封を空けていただくと、おそらく見た目

の体裁がだいぶ変わっていることに気付かれると思います。特別に影響がある

ことではありませんが、念のためお知らせいたします。 

 次に、「５」の「次回予定」ですが、次回は、４月２２日（水）の午後１時３

０分から、第９会議室で運営委員会を、午後２時３０分から、第１０会議室又は、

場合によっては本日と同じように大会議室で定例会を開催します。なお、研修会

は予定しておりません。 

 最後に、「６」の「新型コロナウィルス感染症拡大に伴う当農業委員会の対応

について」一括してご説明いたします。ではまず、７ページをご覧ください。こ

れは３月２日付けで皆様に送付させていただいた文書ですが、本日予定してお

りましたデンパーク内フローラルプレイスの視察につきましては、中止をさせ

ていただきます。なお、その後、フローラルプレイスの再オープン自体も延期さ

れました。 

 また、先月の定例会で、額が確定し次第お知らせすると申し上げました、視察

研修の中止に伴うキャンセル料につきましては、バス借上料とホテル宿泊料の

それぞれ２０％として、ご覧のとおりの額の請求がありましたので、速やかに親

睦会費から支出をさせていただきました。 

 それから、次第の方に戻りまして、まず、例年は４月の農業委員会後に懇親会

を開催しておりますが、市では現在、感染症拡大の影響を考慮して、大勢が集ま

る宴席等を自粛していることや、ひと月後にこの状況が収束して安全が確保で

きるという確証が得らていれないことから、開催を見合わせることとさせてい

ただきますので、よろしくお願いします。代わりにということにはなりますが、



今年は６月２２日の会議後に、第２３期体制のお別れ会としての懇親会を予定

しておりますので、その際に事務局職員の歓送迎会も兼ねさせていただくよう

な段取りを考えてまいりたいと思います。 

 一方、定例会につきましては、当面は予定どおり開催する予定です。なぜかと

言いますと、このことに関しては、今月２日付けで全国農業会議所から通知が出

されておりますが、市の農業委員会の会議というのは、法制度上、少なくとも過

半数の農業委員が出席して開催しなければならないと決められています。よっ

て、先ほどの３の愛知県農業会議の総会のような、書面による議決という方法は

採り得ないためです。ただ、４月以降も状況が改善しないようであれば、今回の

ように換気のしやすさを考えての会場の変更や、出席人数を減らしての開催と

いった方法も検討しなければならないと考えておりますので、何らかの決定が

あれば、その都度、事前にお知らせをさせていただきます。 

 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。 


