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平成３０年度 第３回安城市都市計画審議会議事録 

日 時：平成３０年１１月２１日（水）午後１時３０分～ 

場 所：安城市役所本庁舎３階 第１０会議室 

 

１ 都市整備部長 あいさつ 

【都市整備部長】 

皆様こんにちは。都市整備部長の深津でございます。本日はお忙しい中、平成３０年度第

３回安城市都市計画審議会にご出席いただき誠にありがとうございます。本来であります

と都市計画審議会は重要な会議でございますので、事務局のトップとして副市長が出席す

べきところでございますが、あいにく急な公務が入りまして、欠席いたしております。その

ため、誠に申し訳ありませんが、私が代わって挨拶をさせていただきます。 

前回の審議会までご審議いただきました第三次安城市都市計画マスタープランにつきま

しては、本計画が総合計画に次ぐ重要な計画ということで議会の議決が必要であり、ただい

ま 12月の議会において、承認をいただくべく、準備を整えたところでございます。承認い

ただきますと、来年の２月１日には公表ということになってまいりますので御承知おきい

ただきたいと思います。 

さて現在、本市では、来年度の当初予算の編成事務が始まったところでございます。都市

整備部としましては、まち・ひと・しごと創生総合戦略における人口ビジョンにおける安城

市の人口のピークを 2050年としておりますので、そこまでは、まちを発展させていくとい

う意気込みを持ち、またさらに、2027年にはリニア開業が控えております。これに向けて、

まちづくりの方向性をしっかりと定めていかなければいけないという使命がありますので、

その予算の要求をしておるところでございます。また整いましたら皆様にも御報告ができ

るかと思います。 

そして、平成２９年度、昨年度の決算が９月議会で承認をされております。概要としまし

ては、平成２９年は、日本経済の回復基調のもと、決算も非常に良好であったということで

ございます。平成２９年度の本市の一般会計の歳入総額は 707 億円余、歳出総額は 658 億

円余ということで、過去最高であった平成２８年度、この年はアンフォーレをつくりまして、

その年に続く、過去２番目の財政規模だったということになります。もちろん、歳入歳出の

差引が 48 億円余、翌年度に繰り越すべき財源を除いた実質収支は 35 億円余の黒字という

ことで決算を結んだということでございます。 

都市整備部としましても、明治本町地内で明本公園を整備しましたほか、桜井駅周辺で区画

整理を続けております。 

あわせて、市役所の東側では、南明治地区の区画整理を続けておるという状況であります。 

リニア開業までにまちの方向性を決めることを平成２９年から３０年、３１年も含めまし

て、進めている状況でございます。 

最後になりますが、本日の都市計画審議会の議題といたしいたしましては、西三河都市計
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画生産緑地地区の変更についての諮問と、その他に生産緑地法の改正についての説明をさ

せていただきます。 

委員の皆様の慎重な御審議をお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

２ 議題（１）西三河都市計画生産緑地地区の変更について 

【加藤会長】 

ただいまより、平成３０年度第３回安城市都市計画審議会を始めます。安城市都市計画審

議会運営規則第１０条第１項に基づき、議事録の署名委員を指名させていただきます。本日

の議事録の署名委員は、杉山朗委員と、鳥居博幸委員にお願いいたします。 

それでは、議事に入りたいと思います。議題「西三河都市計画生産緑地地区の変更」の諮

問について、説明いただきたいと思います。それでは、事務局より説明をお願います。 

 

【都市計画課長】 

都市計画課の水野です。よろしくお願いいたします。議題（１）の「西三河都市計画生産

緑地地区の変更について」をご説明申し上げます。 

まず、お手元の資料のうち、右上に「別添資料①」とあるものをご覧下さい。これは、都

市計画変更をおこなう法定図書となります計画書でございます。都市計画生産緑地地区を、

『約１５．１ha』に変更することを示している図書となります。 

それでは、西三河都市計画生産緑地地区の変更の内容を、正面のスクリーンでご説明いた

します。このパワーポイントの資料は、お手元にも配布してありますので、どちらかをご覧

いただければと思います。 

始めに、生産緑地の制度についてご説明します。生産緑地地区とは、市街化区域内におい

て、緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地や、公共施設等の敷地の用に供する土地と

して適した農地を計画的に保全し、もって良好な都市環境の形成に資することを、目的とし

て都市計画に定めるものとされております。安城市では、平成４年１２月に最初の都市計画

決定をしており、平成２９年１２月時点では、約１５．８ヘクタール、１１７団地が、指定

されています。生産緑地地区に指定されている地区においては、生産緑地法により農地等と

して適正に管理することが義務付けられており、さらに、建築物やその他工作物の新築や改

築、宅地造成や土石の採取等は、原則として制限されております。 

次に、生産緑地の制度について でございます。生産緑地地区に指定されている地区は、

所有者等の意向により生産緑地地区を解除する事はできません。しかし、一定の要件がある

場合は、市長に対し、買い取るべき旨を申し出ることができます。 

生産緑地法の「買取り申出」ができる要件は、当該生産緑地地区の指定から３０年を経過

したとき、または、主たる農業従事者が死亡、若しくは農業に従事することを不可能にさせ

る故障をしたときになります。「買取申出」の提出があった場合、受理の日から起算して３
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ヶ月以内に、生産緑地の所有権の移転が行われなかった場合、「生産緑地地区内における行

為の制限の解除」となります。このような経緯により、変更となります生産緑地地区につい

て、今回ご審議いただくものでございます。 

次に、変更内容でございます。都市計画生産緑地地区を、団地数１１７団地から、１１３

団地に、面積１５．８ヘクタールから、１５．１ヘクタールへと、団地数４団地、面積約０．

７ヘクタールを減ずるものでございます。このうち、４団地のほかに、面積の一部を解除す

る箇所が、２団地ございます。 

次に、変更する６団地の、おおよその位置を、安城市の全体図に示しております。③の地

区は、２つの隣接する団地を、一度に解除するため、１地区としていることから、全体で５

地区となります。 

次に、５地区の内訳は、すべて、主たる農業従事者の故障や死亡を、理由に買取り申出さ

れ、指定解除を行うものでございます。 

次に、各地区の詳細図となります。図面は、緑色の地区が既存の生産緑地を示し、黄色の

地区が、今回解除する生産緑地でございます。赤色の線は、市街化区域と市街化調整区域の

境界を、表しております。 

それでは、１地区目は、ナンバー①の一団番号「５－８」、場所は名鉄西尾線の西側、明

治用水中井筋の北側の地区で、イノアック安城事業所の南となります。地番は、今池町３丁

目７１５番３ほかで、面積は１，６２１平方メートルです。この団地につきましては、農業

従事者の「故障」により平成２９年６月２日付けで「買取り申出」が提出されました。 

２地区目は、ナンバー②の一団番号「８－１」でございます。場所は、東海道新幹線と東

海道本線が交差する地点の南側となります。地番は、三河安城本町１丁目１１番４ほかで、

面積は５１１平方メートルです。この団地につきましては、農業従事者の「死亡」により、

平成３０年１月２４日付けで「買取り申出」が提出されました。 

３地区目は、ナンバー③の一団番号「１２－１１」と「１２－１２」でございます。場所

は、名鉄南安城駅南東側、主要地方道岡崎刈谷線と名鉄西尾線の交差地点の北東側となりま

す。南側の「１２－１１」の地番は、安城町若宮２８番１ほかで、面積が７３９㎡です。北

側の「１２－１２」の地番は、同町若宮３４番１ほかで、面積が７５７㎡となり、２つの団

地を併せた面積は１，４９６平方メートルです。この２つの団地につきましては、同一の農

業従事者の「死亡」により平成２９年１１月２７日付けで「買取り申出」が提出されました。 

４地区目は、ナンバー④の一団番号「１８－１６」でございます。場所は、桜井中学校の

北側となります。地番は、姫小川町芝山２２番１で、面積は８２９平方メートルです。この

団地につきましては、農業従事者の「故障」により平成２９年１１月２７日付けで「買取り

申出」が提出されました。 

最後に、５地区目は、ナンバー⑤の一団番号「３１－９」でございます。場所は、名鉄桜

井駅西側、桜井駅周辺特定土地区画整理事業の区域内となります。地番は、従前地で桜井町

新田１２３番２、同町塔見塚１番３、同町稲荷西８番２で、面積は１，７２９平方メートル
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です。この団地につきましては、農業従事者の「故障」により平成３０年４月２日付けで「買

取り申出」が提出されました。 

以上５地区につきましては、いずれも生産緑地地区について安城市及び愛知県など関係

機関へ公共施設として、「買取り希望」の照会をいたしましたところ、「買取る意思がない。」

との回答をいただきましたので、「買取らない旨の通知」を本人へ送付しております。 

また、農業委員会へ農地として取得を希望される方への「斡旋協力」を、お願いしましたが、

希望される方がございませんでした。その後、買取り申出を受理してそれぞれ３ヶ月が経過

しましたので、制限の解除となったものでございます。 

以上が今回、変更させていただく箇所でございます。これらの変更により生産緑地地区の

面積は、１１７団地、１５．８ｈａから１１３団地、１５．１ｈａとなります。 

ただ今説明しました「西三河都市計画生産緑地地区の変更」につきましては、去る１０月

１５日より１０月２９日までの２週間縦覧を行い、縦覧者は、０名でございました。また、

告示につきましては、１２月２５日に行う予定をしております。 

以上で議題（１）「西三河都市計画生産緑地地区の変更」について説明を終わります。よ

ろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

 

【加藤会長】 

ただいまより審議に入ります。議題（１）の「西三河都市計画生産緑地地区の変更」につ

いて、何かご意見がございましたらご発言をお願いします。 

 

【岩瀬委員】 

生産緑地が解除されてから所有者が死亡した場合、相続人がまた生産緑地の指定を申請

することはできるのでしょうか。 

 

【都市計画課長】 

相続人が生産緑地として継続して、その方が主たる農業従事者になって死亡した場合ど

うなるのかというご質問でよろしいでしょうか。 

 

【岩瀬委員】 

所有者が亡くなって相続する場合、申請しないと生産緑地が解除されてしまうのか。 

 

【都市計画課長】 

買取申し出のできる事由が主たる農業従事者の死亡か故障かなので、その買取申し出を

しなければ、主たる農業従事者が変わるだけということになります。 

 

【岩瀬委員】 
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それでは本人の都合によって、そのまま生産緑地が継続できるということですか。 

 

【都市計画課長】 

例えば親が主たる農業従事者だった場合、その子が主たる農業従事者になるということ

です。 

 

【榊原委員】 

先ほどの質問に関連して、相続が起こった場合、そのまま引き続き生産緑地として続ける

ことができるということについて、もう一度説明をお願いします。 

 

【都市計画課長】 

生産緑地の買取申し出ができるケースが、主たる農業従事者の死亡または故障です。それ

がなければ、そのまま生産緑地が継続しているということです。 

 

【杉山委員】 

№１の関係で、資料の黄色の部分が解除、緑の部分が隣接しているが、農業従事者は同一

の方になるのか。それとも一団ということになるのでしょうか。 

 

【都市計画課長】 

同一の方ではないです。 

 

【加藤会長】 

一つお伺いしたいのが、買取申し出にある希望価格で市が買い取った事例はあるのか。 

 

【都市計画課長】 

私の覚えでございますが、過去に公共事業の代替地として生産緑地を市が購入したとい

う事例はあります。 

 

【加藤会長】 

自分が農業委員だった時に、買取申し出にある希望価格が、市場価格とは違う価格で出て

きていた記憶があり、その価格では実際高すぎて買取できないというようなことだったと

思っている。 

 

【都市計画課長】 

公共用地として買い取る場合は、個別の交渉となるため、価格は買取希望価格そのままで

買収するということではありません。また、農業委員会に照会をかける際の買取希望価格は、
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加藤会長が言われるように市場価格以上であることが多いと思います。 

 

【加藤会長】 

それでは発言が一通り終了しましたので、議題（１）については、原案どおり、これを決

定することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。議題（１）の「西三河都市計画生産緑地地区の変更」については

異議なしということで、答申することとします。 

 

３ その他 生産緑地法の改正について 

【加藤会長】 

つづきまして、３その他「生産緑地法の改正」について、事務局より説明をお願いします。 

 

【都市計画課長】 

それではその他として、「生産緑地法の改正について」情報提供させていただきます。 

始めに、生産緑地法の改正の経緯についてご説明します。都市農業に対する住民の評価の

高まり等をうけ、都市農業振興基本法が平成２７年４月に施行されました。この法律で、都

市農業を有効活用し、適正に保全すること等について積極的に行う旨が規定されました。こ

の法律を受け、国は都市農業振興基本計画を、平成２８年５月に閣議決定し、この計画のな

かで、都市農地をこれまでの「宅地化すべきもの」から、都市に「あるべきもの」ととらえ

ることを明確にし、それに必要な施策の方向性を明示しました。 

 この計画内容を実行に移すため、都市緑地法等の一部を改正する法律が平成３０年４月

に施行され、都市緑地法、生産緑地法、都市計画法、建築基準法、都市公園法の各法律が改

正されました。これにより、都市緑地の保全や緑化、都市公園の適切な管理、都市内の農地

の計画的な保全などについて、具体的な手法が示され、その後、関連法令として都市農地の

貸借の円滑化に関する法律も施行されました。 

 今回改正された生産緑地法の主な内容として挙げられるのは、生産緑地地区における建

築規制の緩和についてと、特定生産緑地制度の創設が主な内容となります。生産緑地地区に

設置することが、可能な施設は、従来の法律では、農林漁業を営むために必要なものとして、

ビニールハウスや集荷施設、農機具の収納施設、選果場などに限定されていました。この制

限について、法律の改正後では、生産緑地内で生産された農産物を加工する施設、それらを

販売したり、調理したりして提供する農家レストランなどを設置することが可能になりま

した。ただし、これら施設の設置には、一定規模以上の農地が、残されていなければならな

かったり、施設の規模が、全体面積の２０％以下で、なければならなかったりする等の条件

が設定されています。 

生産緑地地区を、解除するために必要な買取申出制度について、法律の改正前では、「指
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定から３０年経過したら買取申出できる。」としか書かれていなかったため、３０年経過し

た後に、いつでも買取申出することができるのかどうか、その場合の税制優遇措置はどうな

るのか。などについて不明確な状態でございました。特定生産緑地は、これらの運用方法に

ついて明確にしたものです。上段は、特定生産緑地に指定する場合の説明で、下段は、指定

しない場合の説明となります。 

まず、特定生産緑地に指定しなかった場合でございます。当初告示から３０年が経過する

までは、生産緑地として都市計画で告示されており、土地所有者は営農を、継続して行うこ

とになります。税制の特例措置についても、引き続き、相続税の納税猶予の適用、そして、

固定資産税等の農地並み課税を受けることができます。この期間に、買取申出をすることが

できるのは、従来通り、農業の主たる従事者が死亡または故障した場合のみ認められていま

す。しかし、当初告示から３０年が経過した以降は、いつでも買取申出することができるよ

うになります。この場合、これまで適用することのできた相続税の納税猶予については、次

の相続における納税猶予の特例をうけることができなくなります。また、固定資産税の農地

並み課税も、宅地並み課税に変わることになりますが、５年間にわたり激変緩和措置が適用

されます。これは後程詳しくご説明します。 

次に、特定生産緑地に指定した場合の説明でございます。生産緑地に指定された場合の流

れは下段の場合と同じです。当初告示から３０年が経過する前に土地所有者への意向確認

をして、同意が得られた生産緑地を特定生産緑地に指定します。指定されると、土地所有者

はこれまで通り営農を継続して行う必要があり、農業の主たる従事者が死亡または故障し

た際にしか買取申出することができなくなりますが、これまで受けていた相続税や固定資

産税の優遇措置は、継続し受け続けることができます。特定生産緑地の効力は、１０年間で

ございます。また、当初に特定生産緑地に指定することになります、平成３４年から１０年

後の平成４４年までには、再び特定生産緑地の期限を、延長するかどうかの意向確認を実施

し、特定生産緑地に指定してから１０年が経過する日までに、必要であれば、再指定を行う

ことになります。 

次に、特定生産緑地に指定しなかった場合に、固定資産税の評価がどのように変化するの

か示したものです。生産緑地に指定された土地は、農地評価として低い評価額で設定されて

いますが、当初指定から３０年が経過する日の翌年の課税評価から、宅地並み評価の三分の

一にあたる市街化区域内農地の課税標準額まで増加されることになります。この評価額に

変化する際、毎年２０％の軽減率を乗じた額で、５年間にわたり段階的に税率が上昇するよ

う激変緩和措置が設けられております。 

次に、特定生産緑地への指定の流れについてご説明いたします。本市では、市内の生産緑

地の所有者に対して、特定生産緑地制度についての情報提供を、今年度中に行うと共に、特

定生産緑地への指定意向の確認もあわせて行っていきたいと考えております。指定への意

向がある所有者の生産緑地につきましては、農地として管理されているかどうか等、指定の

必要な要件を、市で確認したうえで、問題が無いことが確認できた場合に、農地等利害関係
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人すべての同意を得ることとなります。 

次に、指定することに関して、都市計画審議会に意見をお聴きし、異存等なければ、特定

生産緑地として、公示することになります。今後の予定でございますが、準備ができました

特定生産緑地につきまして、来年度以降の都市計画審議会で、ご意見をいただくこととなり

ますので、委員の皆様におかれましては、ご承知おきいただきますようよろしくお願いいた

します。 

特定生産緑地の説明は、以上でございます。 

 

【加藤会長】 

ただいまの説明について、何かご意見・ご質問がありましたらご発言をお願いします。 

 

【杉山委員】 

法改正前後の内容で、面積要件について、これまでは指定の条件が５００㎡であったのを

３００㎡にしてもよいということだったかと思いますが、その点についてどのようにお考

えでしょうか。 

 

【都市計画課長】 

面積要件を５００㎡とするか３００㎡とするかという点については、生産緑地の追加指

定をするかしないかという議論になるかと思います。追加指定するのであれば、面積要件を

下げることによって差が出てくるかと思いますので、追加指定があるかないかを考えてい

く必要があります。 

 

【杉山委員】 

例えば、２人の方で７００㎡一団の生産緑地を持っていた場合、例えば、１人３００㎡を

解除するとなると、もう一方の４００㎡の人も解除せざるを得ないということになる。そう

いったことを考えると、３００㎡という要件も重要な要素になると思っています。 

 

【都市計画課長】 

ご質問の内容は、道連れ解除されないように、面積要件を５００㎡から３００㎡にしては

どうかということでよろしいでしょうか。道連れ解除については、今回の改正に合わせて都

市計画法の運用指針が改正されており、一団というものの区域という考え方が基本的には

「物理的な一体性を有している場合、一団の土地となるとある」とある中で、最低農地は１

００㎡程度あれば耕作可能とあるので、道連れ解除については１００㎡程度まで解除しな

いという方針は出ております。このことから、基本的に現行の状態では道連れ解除になるも

のはないと考えております。 
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【杉山委員】 

基本的にはということですが、道連れ解除は現実的にはあるのではないでしょうか。 

 

【都市計画課長】 

現在の一団の農地の捉え方をもう少し広い範囲で一団の農地として捉えようとする考え

方をしているので、隣接していなければ一団の農地としないというのではなく、例えば大き

な幹線街区内にある農地は離れていても一団の農地として考えていくというように考える

ことによって、道連れ解除とならないようにすることを考えています。 

 

【岩瀬委員】 

特定生産緑地の指定の中で、当該地の利害関係者の同意書とあるが、利害関係者とは具体

的にどういう人が当たるのか。 

 

【都市計画課長】 

生産緑地法第３条にあるように、農地等利害関係人というのは、所有権、対抗要件を備え

た地上権、もしくは貸借権または登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有す

る物及びこれらの権利に関する仮登記若しくは差押えの登記、又は農地等に関する買戻し

の特約の登記の登記名義人のことであります。 

 

【加藤会長】 

それでは発言が一通り終了しましたので、これをもちまして本日の議題は全て終了いた

しましす。ここからの進行は事務局へ戻します。 

 

【都市計画課】 

ありがとうございました。 

最後になりますが、事務局より連絡事項を申し上げます。次回の安城市都市計画審議会は、

来年、平成３１年１月２９日、火曜日の午後１時３０分から開催予定でございます。議題に

つきまして、詳細が決定いたしましたら、改めてご連絡差し上げますのでよろしくお願いい

たします。連絡事項は以上です。 

これをもちまして、平成３０年度第３回安城市都市計画審議会を閉会いたします。本日は

ありがとうございました。 

以上 


