
安城市農業委員会議事録（農地部会） 

日   時 

 平成２７年９月２４日（木） 

 開会 午後３時１８分 

 閉会 午後３時４２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 

 

 

出席依頼した他

の委員 

 

事務局 

 

 

 

議事録署名者 

 

 

 

 

法第７条による委員数                １３名 

法第１２条による委員数                ４名 

 

法第７条による委員数                １２名 

法第１２条による委員数                ４名 

 

 １１ 近藤 正広 委員 

 

 

 農地部会長 清水 博雄 委員 

 

 

農業振興部会委員                  １６名 

 

 

犬塚事務局長、杉浦事務局課長、島田課長補佐、 

佐伯主査、磯貝主査、花井主事、宇波主事、 

 

 

１０ 稲垣 勝弘 委員  １２ 神谷 孝雄 委員 



会議の記録 

 

 午後３時１８分、清水 博雄農地部会長は、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 １０ 稲垣 勝弘 委員  １２ 神谷 孝雄 委員 

 また、欠席者はなし と報告 

 

 続いて議長は協議事項に従い、下記の通り議案を上程 

 

 

□ 日程第１ 第４０号議案 農地法第３条の規定による申請について ９件 

 

 上記の議題について、磯貝主査から次の通り説明があった。 

 

 日程第１第４０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３８から４３並びに設１６及び設１７の計８件です。 

 

申請内容は、 

売買が ６ 件、 

使用貸借による権利の設定が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 ６件、 

農耕に精進するためが １件、 

経営移譲を受けるためが１件です。 

 

譲渡人の理由は、 

相手方の要望によるためが ５件、 

高齢により耕作が困難なためが １件、 

住宅改築資金に充当するためが １件、 

経営移譲のためが １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  ９，８３８㎡ 、 



畑  ４，７０４㎡ 、 

合計  １４，５４２㎡ 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４１号議案 農地法第４条の規定による申請について    

□ 日程第３ 第４２号議案 農地法第５条の規定による申請について   

 

 上記議題について、宇波主事から次のとおり説明があった。 

 

 よろしくお願いします。 

はじめに、日程第２第４１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１６から１８の３件です。転用行為の内容は、敷地の拡張が

１件、農業用倉庫が１件、自己用住宅が１件です。申請面積は、田４７３㎡、畑７５㎡

の合計５４８㎡です。 

続きまして、日程第３第４２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１１４から１３７までの２４件です。転用行為別に見ますと、

分家住宅の建築が１３件、通路が１件、敷地の拡張が３件、資材置場が２件、駐車場及

び物干し場が１件、駐車場が３件、キッチンカー店舗が１件の合計２４件です。 

面積につきましては、田８，６９１㎡、畑４，０７３．８８㎡、合計１２，７６４．

８８㎡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。農地法第５条の申請で、使用貸借権の設定に

よる転用です。申請日は平成２７年９月７日、同日農業委員会受付となっております。

申請人は議案書のとおりです。事業計画の内容は、貸渡人である父の土地に借受人であ

る息子が、分家住宅を建設するものです。 

事業期間につきましては、許可後の平成２７年１１月１日より着工し、翌年４月３０

日に完成する計画となっております。 

立地の条件についてですが、資料１をご覧ください。農地区分を判断する際、連続し

て耕作をすることが可能かどうかで一団の農地の広さを判断しております。よって山林、

宅地、河川、農業機械が横断することができない道路などを分断要因とし、それらで囲

まれた農地を一団の農地としてとらえております。今回の申請地は、北側に追田川が、

西側に県道安城桜井線が、東側に西鹿乗川、市道築地大土塚線が、南側に宅地、墓地が

存在します。これらを農地の分断要因とし、それに囲まれた農地を一団の農地としてと



らえております。今回の申請地は、規模が概ね１０ヘクタール以上の一団の農地の区域

内にある農地で、第１種農地と判断しております。この第１種農地は、原則許可するこ

とができないとされておりますが、住宅その他申請地周辺の居住者の日常生活上・業務

上必要な施設で集落に接続して設置されるものについては許可の対象となっております。 

 その他の許可の要件についてですが、転用行為を行うために必要な資力及び信用があ

ると認められない場合は許可できないこととなっていますが、申請者は過去において違

反転用等を行ったことはなく、必要な資金については自己資金及び借入金でまかなう計

画になっており、問題ないと考えております。 

 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合は許可できないことと

なっていますが、申請地は申請者自身が耕作を行っており、小作人等はいないため、該

当しないと考えております。 

 許可を受けた後、遅滞なく申請農地をその用途に供する見込みがない場合は許可でき

ないこととなっていますが、先程の事業計画から考慮して問題ないと考えております。 

申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合

においては、これらの処分がされなかったこと、または処分の見込みがない場合は許可

できないこととなっていますが、都市計画法の開発許可や、道路・水路の占用等につい

て庁内関係課に意見を求め、必要な手続きをしていることを確認しましたので、該当し

ないと考えております。 

周辺農地等に係る支障の有無についてですが、資料２及び資料３をご覧ください。申

請地周辺の農地はすべて道路に接しており、今回の転用行為によって周辺農地での、営

農活動の支障はなく、問題ないと考えております。排水計画につきましては、雨水は勾

配をつけて集水マスに集め、汚水は合併浄化槽を使って適切に処理した後、既設排水管

を経由して北側の排水路に放流する計画となっており、問題ないと考えております。 

 説明案件を含む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、５条申請の受付番号１２５，１２７，

１３４です。別紙地図にて場所のご確認をお願いします。 

なお、今回の申請に関する現地調査につきましては、９月１６日水曜日に神谷善郎委

員と水越精二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。 

 

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 

 

 上記議題について、佐伯主査から次のとおり説明があった。 

 



日程第４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１１から１２までの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９，７６８㎡、合計９，７６８㎡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４４号議案  

上記議題について、花井主事から次のとおり説明があった。 

 

  日程第５第４４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。 

 平成２７年度農用地利用集積計画の集計表をご覧ください。この利用集積計画は、農

地中間管理事業による農地の貸し付けをおこなうために、まず農地所有者から農地中間

管理機構である公益財団法人愛知県農業振興基金に賃借権等の設定をおこなうために作

成するものです。 

対象者、設定する土地、及び設定する期間はご覧のとおりとなっています。一番下の

行を見ていただきますと合計が記載されております。 

 今回、農地中間管理機構に権利を設定する農地は、合計１１７筆、面積が１７９，８

４５．６１㎡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、市長名で計画の公告をさせていただきます。 

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６第４５号議案 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条の規定によ

る農用地利用配分計画案について 

 

 日程第６第４５号議案 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条の規定による

農用地利用配分計画案についてご説明申し上げます。 

 平成２７年度農用地利用配分計画案の集計表（新規）をご覧ください。 

 農用地配分計画は、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。 

対象者、設定する土地、及び設定する期間はご覧のとおりとなっています。 

 集計表の一番下を見ていただきますと合計が記載されております。 

今回、農地中間管理機構から耕作者へ貸し付ける農地の面積の合計は、１１７筆、面

積が１７９，８４５・６１㎡です。先ほどの農用地利用集積計画により農地中間管理機

構が所有者から借り受けた農地の合計とまったく同じになっております。農地中間管理

機構が借り受けた農地をすべて耕作者に貸し付けるということになります。 

また、権利の移転につきましては、次のページになります。 

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、６筆、１１，７３０㎡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。 

 

議長が質疑を図ったところ、全員異議なく了承。 

 

  

 

□ 日程第７ 報告第９号 専決処分について 

 

 上記議題について、磯貝主査から次のとおり説明があった。 

 

日程第７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２１の１件です。 

転用行為別にみますと、 

共同住宅の建築が１件 です。 

面積は、田 １，０４５㎡です。 

 

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８０から８７までの８件です。 

転用行為別にみますと、 

住宅の建築が６件、 

共同住宅の建築が１件 



駐車場及び洗車機の設置が１件です。 

面積は、田 １，５５７㎡、畑 １，５１３㎡の  

合計 ３，０７０㎡です。 

 

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７６から８９までの１４件です。 

 解約事由別にみますと、 

 収用のためが １件 

 売却するためが ５件 

 転用するためが ６件 

自作するためが ２件です。 

面積は、田 ２１，７８３㎡です。 

. 

 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４の１件です。 

 取消の事由につきましては、 

 契約不成立のためが １件です。 

 面積は、畑 １，２８９㎡です。 

  

続きまして、事業計画変更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９の１件です。 

変更の事由につきましては、 

粘土採掘場の許可期限を６ヶ月間延長するためが １件 

となっております。 

面積は、田 ７，４９９㎡です。 

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１７件です。現場調査の結果、いずれも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 ８５，２７１．５３㎡ 、畑 ９，３９１．６２㎡ の 

合計 ９４，６６３．１５㎡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。 

 

 

午後３時４２分、議長は閉会を宣する。 

 


