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農業委員会との意見交換会要約記録 

 

１. 日時 平成 29 年 11 月 24 日（金）午後 1 時～2 時 40 分 

２. 場所 岩倉市役所 7 階第 3 委員会室 

３. 参加者 農業委員会・農地利用最適化推進委員・岩倉市議会議員 

４. テーマ 

「大都市近郊の農業としての岩倉の農業について」 

１） 高齢化した今後の農業従事者のあり方 

２） 耕作放棄地 

３） 農業機械購入時の補助制度（トラクター組合等） 

４） 若者を農業に向けさせる方法 

５） その他 

 

司会 大野慎治 

記録 梅村均・塚本秋雄・宮川隆 

 

議長：本年 7 月より新たな形で農業委員会がスタートした。 

平成 23 年５月から議会基本条例に基づき議会報告会 11 回、意見交換会を 16 回行ってきた。 

今回農業委員会の皆様のご理解をいただき開催されたことに感謝いたします。 

本市は 10.47 ㎢と狭い市域面積の半分が市街化調整区域・農業農振地域でありバランスが取れたまちとはいえるが、農業を

取り巻く環境は厳しいと考えている。これからの大都市近郊農業、岩倉市の農業をどのようにしていくかは、喫緊の課題で

ある。 

今回の意見交換会で頂いたご意見を「どのように市政に反映していくか」という姿勢で臨みたいと考えている。 

 

丹羽会長：大都市近郊である「岩倉の農業をどのように考えていくか」農家・地権者・農協にとって何が良いのかを考え、

行政にも働きかけていきたい。 

多くのご意見がいただけることを期待している。 

 

 

農業委員 議会の応答 執行機関の回答 

農協の視点から問題提起を行いたい。（資料添付） 

1)・定年退職者を第二の新成人と位置付けて従事

してもらえばどうか 

・市民農園利用者の延長で自給的農業（実益を得

れる形で）「趣味」から「業」へ発展させることは

できないか。 

・オペレーターの最高齢は 85 歳である。 

・（資料 3 ページ）農業従事者の主流は 65 歳から

69 歳をピークとして、60～84 歳が主流である。

60 歳を過ぎた方を中心に「死ぬまで現役・農業者

に定年なし」として、農業に従事していただけな

いか。 

・市民農園利用者はそこから利益を得てはならな

いことになっている。何か工夫はできないか。（産

直センターに出品できないか）＝生きがいにつな

がるのではないか。農業従事者の拡大につながる

のではないか。 

・産直センターの会員の高齢化が深刻な問題 

 

・市長のマニフェストにある「JA と連携して近郊

農業の振興」の実現 

・産直センターを一つの場としてコラボして近郊

農業の発展につなぐことはできないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【商工農政課】（以下同様） 

１）今後、農地所有者が定年退職

を迎えたとき、農業経験がないと

遊休農地化する可能性があるた

め、そうした方に農業を教える場

の必要性を感じています。そのた

め、農業体験塾をそうした場とし

て活用できないか検討していきた

いと考えています。 

 

市民農園でできた農作物の販売

は、一定の範囲で認められている

ため、産直センター会員の高齢化

対策のひとつとして、JA と協力

して取り組んでいきたいと思いま

す。 
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2)耕作放棄地について 

・本年 3 月末の 

耕作面積 274ha(田 183ha 畑 91ha) 

遊休農地 2.3ha(田 1.7ha 畑 0.6ha)1％ 

 

・2016 年 2 月に立ち上げた農地保全組合は会員 9

名 会費 3000 円で、JA シルバーにより農地管理

に限定した形で運営している。 

・器具は会員持ちで業として扱えない小さな農地

を管理するもの。 

・岩倉市はオブザーバー参加している。 

・保全目的のため米は作らない。 

（米価が低いため） 

・オペレーターが有償でも受けない農地を管理し

ている。 

（田 11 区画 3952 ㎡約 4 反 畑 2077 ㎡約 2 反） 

 

3)トラクター組合による農業機械導入時の補助制

度を望む（現行東町で行われているような） 

・農事組合＝規約により運営（市は支援・育成に

努めてもらいたい）JA からは構成人員に応じて補

助金を出し支援している。 

・JA＝農業協同組合法に基づく法人で事業内容に

制限がかかっている。JA は法人であり企業ではな

い。 

 

4)若者を農業に向けさせる方法 

・4 人では考えが出なかった。 

 

5)その他 

・JA 愛知北 岩倉営農ゾーン構想 

・老朽化したライスセンターの更新と合わせて、

育苗センターとの集中化計画を進めている。 

（サテライト方式による運営） 

（西側と北側の土地の購入計画があり、2018 年 8

月を目途に農振除外等申請を行うとともに、中央

に走る用排水路 214 ㎡の払い下げを計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）JA の農地保全組合とも協力

しながら、耕作放棄地の解消に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）市の農業振興事業助成金につ

いては、個人だけでなく農事組合

等の団体への交付も可能です。ト

ラクターの共同購入など、農業機

械導入時の補助等具体的なお話が

あれば、ご相談ください。 

 

 

４）農業に興味のある若年者は一

定数存在すると考えますので、ま

ずはそうした若者のニーズの把握

に努めたいと考えます。 

 

５）ライスセンターの建て替えに

ついては、引き続き JA と相談協

力して対応します。 

・要望としてこのような会議に農業委員会事務局

が参加すれば、理解も深まり話が進むのではない

か。 

今回は議会との意見交換会の為、

あえて呼ばなかった。 

－ 

 

 

 

 

 

 

全農業協同組合中央会が手引きを示し進める方向

である。 

 

 

 

 

 

 

市民農園については、一つの小学

校区に一つを目指して整備を進め

ている。 

農家の方が「市民農園」を経営す

る考えはないか。 

 

 

個人経営にすると、農機具倉庫や

手洗い場の整備にお金が掛かると

ともに、一旦農地を貸すと返して

もらえないのではないかとの不安

があるのではないか。 

それらを払しょくする仕組みが必

要と考えるがどうか。 

農家開設型の市民農園について

は、農業振興事業助成金による補

助制度もありますが、引き受けて

いただける農家が見つからないの

が現状です。引き続き、開設に向

けて研究・検討していきます。 
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今のお話で、市民農園の経営を行えるところはす

でに行っている。 

・専業農家は、人に貸す考えはない。 

・問①兼業農家（サラリーマン）は今耕作放棄地

となっているところをどうするかが課題となって

いる。 

・市が作る市民農園で高齢者の生きがい作り等を

考えていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・農業塾の参加者から農地を借りたいとの要望は

ある。 

・厳密には農地法の関係で個人にお貸しすること

は難しい。 

・問②「特定農地貸付法」行政か農協が仲介して

貸し付ける制度（面積要件がない）農家以外でも

借りられる。これを使えば、市民農園の縛りに関

係なく、利益を上げることができるのではない

か。 

・農業をやる方のすそ野が広がるのではないか。 

 

・「農業経営基盤強化促進法」により、営農従事者

経験者は、一定の基準はあるものの農地を借りる

ことができる。（利用権設定が必要） 

・零細農家が利用権設定を行い貸した時点で農家

として認められなくなる。 

・デメリットが発生する。 

・そこまでして農地を貸すことはない。 

 農地の貸借については、法令に則

って行っていただきたいと思いま

す。 

特定農地貸付法については、「営

利を目的としない農作物の栽

培」を原則としているため、現

状市民農園等でしか利用できま

せん。 

・一定の農地があるにもかかわらず、定年退職後

農業を行う人が少ない。 

・そのような方に農業を行っていただくようにし

なければならないのではないか。 

・体力はあるのにやる気はない。 

・問③産直センターの会員を増やすための方策を

考えるべきではないか。 

・生産者の減少により産直センターへの搬入が減

っている。(スーパーと物の取り合い) 

・産直センターは物がないためお客さんも来ない

状況にある。 

・農業塾の卒業生や市民農園の生産者が販売でき

ない条例は廃止変更してはどうか。 

 

 前記参照願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのような市の条例はありませ

ん。 

・営農と健康管理の野菜作りをどうするかが課

題。 

 － 

 

 

・野菜の広場は 20 年経過し高齢化が進み、現在の

会員は 5 名である。（実働は 3 人） 

・地下まで荷物を運ぶことがネックとなり会員が

増えない。産直センターまで手が回らない。 

 

軽トラ市と産直センター・野菜の

広場の関係は 

野菜の広場についても高齢化に伴

い会員減少が続いているため、JA

と連携しながら新規会員の開拓に

努めたいと考えています。 

・問④現状は「野菜の広場」に農協は関与してい

ないが、関わることで組織的に取り組めるのでは

ないか。 

 － 

 産直センターの利用者はいかほど － 
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・週 4 日以上搬入する人は 30～40 名ほど、会員

は 80 名弱。 

・産直センターの会員に野菜の広場を勧誘した

が、朝夕搬入搬出することがネックとなり消極的

であった。 

・産直センターと野菜の広場では売値の差があ

る。 

 － 

 

 

 

・お客様の声で、高齢化のため地下道に降りるの

が大変、産直は遠いとの声に応えて産直の出店と

して運営している。 

・一人の購入量が少ないので売り上げは、少な

く、お客様も少ない。（宣伝が足りない） 

毎週金曜日に JA の駐車場で野菜

を売っているがどこがやっている

のか。 

－ 

4)若者の営農 

・普通のご家庭のお子様が、農業高校や農業大学

校に進学している。その子たちをどのように営農

できる環境を作るかで今後が決まるのではない

か。 

・野菜の価格は 10 年前と変わらない。その為、効

率化が求められる。 

・地元スーパーにコーナーを設けて地元の人に買

っていただく工夫をしている。 

・少量多品目の流れがあり、複数農家でコーナー

を維持している。 

 － 

・従業員として農業に携わりたいが、自営はした

くない若者が多い。 

・作物を換金することが大変 

・顔が見える経営 

・やる気を盛り上げる経営 

・歩合制で雇っている。 

 － 

 子ども食堂 

食と農 

岩倉の野菜はおいしい 

栄養学と料理を結び付けて付加価

値をつける。 

6 次産業＝顔が見える、朝どれの

野菜＝サービス 

農と食が見直されている時期であ

る。 

商工農政課と営農者が視察に行く

などして密接な関係構築が必要で

ある。 

今回は議会との話し合いの場であ

るが三者で話し合うことが今後大

切であると考える。 

－ 

農業委員としてもどかしさを覚えている。 

・問⑤「農業ビジョン」が平成 8 年から見直され

ていない。 

その間農業を取り巻く環境は変化しているが、そ

の後どのように推移しているのか。 

 農業ビジョンで示された課題は、

いまなお解決されていないものも

多いため、引き続き取り組んでい

きたいと思います。 

産直センターも保健センターと協力して料理教室

を企画している。（12 月 7 日に行った） 

 今年度も継続予定です。 
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市議会議員が岩倉の農政をどの様に考えているの

か。 

・人口も伸びない。 

・開発もできない。 

・何もできないままである。 

方向性を示してほしい。 

 

・農地保全か工場誘致なのか農業推進委員として

どちらを向いて話をすればいいのかわからない。 

 － 

・定年を迎えても 65 歳までは年金がもらえない。 

働かなければならない。 

・畑をやっているが面倒見るのは大変である。 

産直センターにもっていく時間はない。 

・結果的に余ったものを近所に配って終わりであ

る。 

・仕事に行かなければならない。 

・現実を踏まえた農政を考えてほしい。 

 － 

・平成 8 年に農業ビジョンは作られているが、そ

れに沿って農政の運営がされていない。 

（検証すべきである） 

 

 

 

・問⑥集中管理か中間管理機構で行っていくのか

方向性が見えてこない。 

 

 

 

基本的に農地は守りたい。その中

で若者が関れる農業にしていきた

い。 

 

新商品の開発には積極的である。 

「ゆめぎんが」岩倉総合高校のデ

ザイン 

今後の岩倉市の農業については、

「人・農地プラン」を作成し、対

応しています。プランでは地域の

担い手と農地利用のあり方を示し

ており、毎年度農地所有者との話

し合いを経たうえで、プランの見

直しを図っています。中間管理機

構については、小規模な農地が多

い本市にはあまり適さない制度と

なっているため、どのように農地

の集約を図っていくかが課題とな

っています。 

 

 

 

 

・小規模農家が多い中、まちの発展を望む。 

・高齢化が進んでいる課題を直視すべきである。 

・従業員が増えれば野菜も売れる。 

・農振地域を維持することに限界を感じる。 

たばこ税と法人市民税がイコール

のまちは珍しい。 

 

農家はどのように考えているの

か。 

－ 

・積極的に農業を続けたい人はほぼ無い。 

（後継者がいない） 

・虫食い状態になる 

・永続していかなければ機械が使えなくなる 

 － 

・国は一定の農地保全は確保したい。 

・ｽﾄﾚｰﾄに耕作放棄地にはならない。 

・営農者の育成支援に農協は努めている。 

 － 

・営農法人、集落法人の考え方 

・高額な農業器具は個人では買えない。 

・問⑦農業器具を購入、維持するための補助制度

の考え方。 

 前記参照願います。 

・実際は 2 軒のオペレーターで 100 ヘクタールを

耕している。 

・集約されているところ大規模なところは後継者

が発生する。 

・課題は小規模の耕作放棄地であるのではない

か。 

 現状大規模な遊休農地は発生して

いないため、引き続き適正な農地

管理に努めたいと考えます。 
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・農業（営）と農（楽しみ）の施策を考えるべき

ではないか。 

 集落営農法人 

土地利用政策のあり方 

（中途半端） 

・何十年も前の計画を後生大事に

している 

・総合計画見直し時での位置づ

け、検証し展望を見出すべき。 

土地利用計画の見直しは大変であ

るため部分修正しかしてこなかっ

た。 

・少子高齢化が進めば、市街化調

整区域の見直しに国や県は応じ無

い。 

・農は国を支える元である。 

・区域区分制度は道路沿線上の特

殊事情か、政府が認める戦略特区

のようなものでなければ大きく変

わることはない。 

・農地の転用は川井のように強い

動議付けを示さなければ変わらな

い。 

・大規模農地と小規模の耕作放棄

地になりやすい個所は個別具体的

な考え方で臨まなければならな

い。 

－ 

・片手もいない専業農家で全体を管理することは

無理がある。 

 － 

・ゲリラ豪雨が頻繁に発生する中で、治水の点か

らも農地は大切である 

 － 

 営農者と消費者とのつながりが大

切である。 

農業をやりたいのにやれない人に

農業をやってもらう仕組みや作っ

たものが販売できる仕組みを作ら

なければならない。 

－ 

農業は経験値。 

マニュアルの共有化による「業」としての農業と

楽しみの「農」を築く必要があると考える。 

 － 

 

 


