
 

 

 

安城市農業委員会議事録（安城市農業委員会議事録（安城市農業委員会議事録（安城市農業委員会議事録（定例定例定例定例会）会）会）会）    

日   時 

 平成２９年９月２２日（金） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時４３分 

会   場  アンフォーレ本館ホール 

 

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                １４名 

法第１８条による委員数               ２７名 

 

１９ 杉浦 正紀 推進委員 

 

 

 農業委員会長 杉浦 英彦 

  

 

荻須事務局長、横山事務局課長、島田課長補佐、古居専門主査、 

佐伯主査、山本主査、今泉主事補 

 

 

７ 近藤 正広 委員 

９ 太田 良子 委員 

 

 



 

会議の記録会議の記録会議の記録会議の記録    

 

 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 ７ 近藤 正広 委員 ９ 太田 良子 委員 

 また、欠席者は、１９ 杉浦 正紀 推進委員 と報告 

 

 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 遊休農地・違反転用農地の指導について 

 

 上記議題について、島田課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

１ページ、資料１をご覧ください。まずは委員及び推進委員の皆様、大変お忙し

い中、また大変お暑い中、農地パトロールにご協力いただきありがとうございまし

た。 

それでは、始めに（１）指導対象農地の決定について説明させていただきます。

指導対象農地の決定につきましては、今回の農地パトロールの結果、その上事務局

で現地を確認させていただきまして、最終的に指導対象とする農地を決定してまい

りますが、８月末までにご提出していただきました意見書と地図に基づき、決定さ

せていただきました。 

その結果として、遊休農地として指導すべき農地のリストは、４ページから８ペ

ージに記載してございます。その中で、網掛けされたものが昨年度は発生しておら

ず、今年度、新たに発生したものでございます。そして網掛けのないものが昨年度

から継続している農地となりますが、昨年の９月末の調査結果でこのリストに挙が

っていた農地で、その後一度は解消されたものの、今回の調査で再度挙がっている

場合も、網掛けとせずに継続扱いとして記載しています。８ページをご覧ください。

遊休農地は８０筆６８，７４６平方メートル、そのうち新たに遊休化した農地が３

６筆２６，３９５平方メートルでございます。昨年度と比較いたしまして、遊休農

地の全体面積は約１３．３パーセントの減少となっています。 

次に、違反転用の指導対象農地につきましては、９ページから１５ページに記載

してございます。１５ページをご覧ください。違反転用農地につきましては１０３

筆８７，８９１．７５平方メートルで、そのうち新たに確認された違反転用農地は

１４筆８，５３３平方メートルでございます。 

今後のスケジュールでございますが、資料１ページにお戻りください。本日、ご

承認いただきまして指導対象農地が決定されますと、１０月２日付けで資料２ペー

ジの農地の適正管理等についてという通知文を遊休農地の所有者に送付いたしま



す。昨年度までの指導文書につきましては、農業委員会会長名でのみ送付をしてお

りましたが、今年度から、安城市長との連名での指導文書としておりまして、それ

ぞれの公印を押して送付いたします。違反転用農地の指導文書につきましても、昨

年度から指導文書を変更いたしております。昨年度までは、新たな違反転用農地所

有者と引き続きの違反転用農地所有者に対して、別々の指導文書を送付していまし

たが、今年度から一律の指導文書として送付を行います。変更後の指導文書につい

ては、３ページの文書となっております。 

再び１ページにお戻りください。先ほど１０月２日に指導文書を送付すると申し

上げましたが、遊休農地と違反転用農地につきましては、改善の期限を１０月３１

日とさせていただいております。そして、１１月初旬に委員及び推進委員の皆様に

その後、指導文書を送った結果解消されたかどうかの現地確認をしていただきまし

て、改善されていなければ、委員及び推進委員の皆様には大変ご苦労をおかけしま

すが、所有者へ電話あるいは直接お会いしていただき、解消に向けた指導のご協力

をお願いします。なお、是正指導を行っていただくにあたりまして、土地所有者又

は連絡先が不明な場合や、市外在住者により指導が難しい場合がありましたら、お

気軽に事務局へお申出ください。その場合、事務局にて可能な限りの情報収集を行

い、是正指導の協力をさせていただきます。 

続きまして、遊休農地の指導については、１６から１７ページをご覧ください。

１０月２日付けで文書を送付しますと文書が送られました所有者から解消したい

とご相談がありましたら、遊休農地に至った原因や理由を聞いていただき、農地の

利用の意向確認をしてください。特に水田の場合は、農地所有者が自ら耕作を行う

意思がなければ、地域の担い手への集積につながるよう、農地中間管理機構への貸

付の指導を行っていただくよう積極的にＰＲをお願いします。 

なお、今後の確認、指導及び報告は、すべての農業委員、農地利用最適化推進委

員様が行うものではなく、本日お渡ししました４ページから１５ページのリストで

該当箇所のある農業委員及び推進委員の方が対象となります。該当される農業委員

及び推進委員の方には、今回お手元に大封筒に入れて遊休農地の指導に関する報告

書と地図を配付いたしましたのでご確認いただきたいと思います。 

最後に、現地確認、是正指導が終わりましたら、この報告書と対象筆ごとの地図

を１１月の農業委員会までに事務局へご提出をお願いいたします。この報告書の記

入見本は１９ページにございますので参考にしてください。また、違反転用農地に

つきましても、違反転用と記載された地図の裏面に、違反転用農地指導記録として

農業委員名及び指導日・指導内容を記載していただくようになってございますので、

その内容について記載の上、同じく１１月の農業委員会までにご提出をお願いいた

します。 

今回、農地利用最適化推進委員の皆様を迎えまして、安城市農業委員会が新体制

として行う初めての是正指導となります。これまで中々是正まで行うことができな

かった農地を改善する、いいきっかけになると考えております。委員の皆様の是正

指導に対しまして、事務局もできる限りのサポートを行っていきたいと考えており



ます。これまで遊休農地、違反転用状態が継続しており、懸案事項となっている対

象農地が、地域で少なくとも１件は解消、是正されるよう、事務局も一緒になりま

して集中的に指導を行って参りたいと考えておりますので、皆様のご協力をお願い

いたします。 

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、以下のとおり質疑応答があった。 

 

○ 小野内 博 推進委員 

  違反転用の手紙の方に回答期限日が載っていないのはなぜか。 

  

 ○ 島田 課長補佐 

２ページのものが遊休農地の指導者に対する文書でございまして、文書の中に１

０月３１日までということで期限を出させていただいて改善をお願いしております

ので、そういった意味ではなかったです。 

 

 ○ 小野内 博 推進委員 

  文書の中に入っている３ページ目は何？ 

 

 ○ 島田 課長補佐 

違反転用というのはなかなか一月位では解消できるのもではございませんので、

期限はあえて入れておりませんが、すみやかに適正な状態に戻していただくような

お願いをすることになっております。 

 

 ○ 小野内 博 推進委員 

僕が知りたかったのは、事務局で送りました、本当に受け取ったのかというのが、

返事がないとわからないでしょう。違反転用だって違反転用を解消しますという返

事をもらうことが必要ではいのかな、でないと出したといっても本人は認めてない

かもしれない。これは去年もその前も言った話なんだけど、一方的ではなくて事務

局としては確実に本人が理解しましたねという確認をとってほしい。これについて

はどうですか？ 

 

 ○ 島田 課長補佐 

  違反転用農地の指導対象者に文書を受け取った結果を確認するということです

か？ 

 

○ 小野内 博 推進委員 

 去年も言ったんだけど、本当に本人受け取りますかと質問したら郵便受けは空に

なっているでしょと言われたの、これどういうことかというと郵便受けがからって



ことは本人見てるわねってことを事務局は言ったのです。それはおかしいよ。何の

ための職員だ。大切な書類なんだ。だから市長さんの名前を今回入れました。そん

な大切な書類で、送ったかどうか、本人見たかどうかわからない状態を作るという

ことが僕はちょっと疑問だなと思っています。その点どうですか？ 

 

○ 島田 課長補佐 

 確かにこちらといたしましては、文書を送って返送されなければ届いたものとい

うふうに認識はするんですが、実際のところ本人が受け取ったかどうかは別問題で

ございますので、ただし本人さんに受け取ったかどうかの確認というのは正直ちょ

っと難しいかと考えておりますので、この指導文書を送った後一月経って農業委員

さん、推進委員さんの方にご指導していただく際にその確認をお願いしたいという

ふうに考えております。 

 

○ 小野内 博推進委員 

 はい、わかりました。 

 

○ 石川 和宏 推進委員 

雑草が生えている農地の場合は草刈ってくださいと指導ができますけれども、違

反転用に関しては具体的にはどういう指導をしたらいいのか教えていただきたい。 

 

 ○ 今泉 主事補 

  違反転用農地につきましては、是正のできる箇所とできない箇所があると思いま

す。中でも農用地区域のところ、すでに違反転用農地としてたとえば、建物が建っ

ている場合につきましては除外の申請であったり転用の申請、または都市計画法の

違反でもあるので建築課への相談が必要な場合もあります。それができない場合も

ありますので、その時は事務局としては農地への是正を重ねてお願いすることに尽

きてしまいますので、違反転用農地の所有者さんのご意思、農地へ是正することが

出来ないのであれば、転用など農地から変えることによって正しいかたちに戻す是

正などを行っていきたいと思いますので、地権者様の意見を聴いて、その都度事務

局の方にご相談いただければと思います。 

 

○ 石川 和宏 推進委員 

  駐車場の場合はどうすればいいですか。 

 

○ 今泉 主事補 

  駐車場の場合であれば、建物が建っていませんので、農地転用もしくは農振除外

のいずれかで駐車場に変えることができます。地権者が農地に戻すという意思を持

っていない以上、農地を適正に管理するという観点から農振除外・農地転用という

かたちにおいて農地から正しいかたちに戻すということが一つ正しい申請の仕方と



なるので、そういったかたちで是正を進めてきたいと思っています。 

 

 ○ 古居 専門主査 

  補足でございますが、今の駐車場の話、農地転用ができる場所であれば、是正す

る手段もありますよということで事務局に相談してください。ただ、農用地のど真

ん中で転用してしまったから許可をくれという話は、県が許可をおろしません。で

すので、それは農地に戻してくださいと言うしかないです。場所によっては正しい

ことかどうかは別として、正しいかたちに後からなおすという手段がありますので、

一度事務局に相談してくださいと話をしていただければ助かります。 

 

 ○ 林 茂樹 委員 

  遊休農地の関係で水田が草ばえになっている場合は中間管理機構にという話があ

ったが、実際に田となっていても現状畑のところもあったり、やれないようなとこ

ろも結構あるので、中間管理機構に預けてもらっても今度は耕作者が困ることにな

るので、よく考えてから預けていただければうれしいかなと思います。 

 

議長が改めて質疑を諮ったところ、全員異議なく了承 

 

２ 農業委員会活動記録の推進について 

 

上記議題について、島田課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

２０ページ、資料２をご覧ください。農業委員会活動記録の推進について説明さ

せていただきます。 

まず「目的」の中段のあたり２段落目をご覧ください。読み上げます。【農業委

員会組織は、農地制度の適正な執行はもとより、従来にも増して、担い手への農地

利用集積や耕作放棄地の発生防止などの農地利用の最適化に向けた新たな展開が求

められているとともに、日頃の農業委員会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取り組みも一層と重要となった。また、農業委員会

交付金及び農地利用最適化交付金を活用して、農業委員及び農地利用最適化推進委

員の手当を支給する際などには、活動記録簿や活動日誌などの記帳が必要とされて

いる】からでございます。 

具体的な活動記録につきましては、昨年度から変更ありませんので、第２２期か

ら継続されている農業委員及び推進委員の方はご存知だと思いますが、本市農業委

員会では２３ページの月別の活動記録簿と２４ページの活動記録帳を活用していた

だきまして、毎月の活動を記録していただくことになります。まず、２３ページの

月別の活動記録簿の記載につきましては、農業委員会法第６条の第１項、２項、３

項と法律の項別に業務が分かれていますが、まず活動の分類の詳細につきましては、

お手元の別冊で「農業委員会活動記録簿のつけ方」という冊子をご覧いただけます



でしょうか。最初のページの中段くらいに「活動の分類」の解説というところがご

ざいます。活動の分類の解説がございますのでこちらの解説をご覧いただきまして

業務の分類をしていただきますようにお願いいたします。そして最終ページに記入

例がございますのでご覧ください。活動記録簿の一番左の欄に、その月の活動した

日を記載していただきます。そして各項目のそれぞれ左端の活動実績件数の欄には、

１日活動した場合は○を、半日以下の活動の場合は△を、その右側の活動の分類に

ついては実際に実施した活動にチェックをご記入ください。分類が分からないもの

は「その他」の欄がありますのでそこに記入してください。例えば、上から３段目、

７月１２日に１日、農地パトロールを行った場合、活動実績は○を記入し、活動の

分類①の農地パトロール（農地利用状況調査）にチェックをご記入いただくことに

なります。この「農業委員会活動記録簿のつけ方」の資料をご一読いただき、正し

い活動記録簿記載にご協力くださいますようお願い申し上げます。２４ページの活

動記録帳は、別冊にてお渡しさせていただいております。こちらを活動日誌として、

活動内容を詳細に記載していただけますようよろしければご活用ください。 

記録の期間につきましては、愛知県農業会議からは、１０月から３月までの半年

の期間が示されていますが、本市農業委員会としては第２２期から継続されている

農業委員及び推進委員の方は今年４月から来年３月までの１年分の活動記録をお願

いいたします。今期から農業委員及び推進委員になられた方は、７月２０日の研修

会で、手帳の方に活動日及び内容を簡単に記載していただくようお願いさせていた

だきましたので、７月２０日以降から来年３月までの活動記録を毎月記録していた

だき、最終的には２２ページの２０１７年農業委員会活動報告集計表の様式でご提

出していただく形になります。ただ実際に年度末にご提出いただきますのは、お手

元に別に配付いたしましたＡ３版で集計していただきましてのＡ３の集計表のみご

提出していただければ結構でございます。最後にこの活動記録は、引き続き来年４

月以降も記載していただきますので、ご承知おきください。 

この件につきまして、説明は以上となります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

続いて、連絡・報告事項について、振興係松井主事から次のとおり説明があった。 

 

  今月８日金曜日に安城市地域農業再生協議会が開催され、平成３０年度の米の生

産数量目標面積の配分が決まりましたのでご報告させていただきます。資料の２５

ページをご覧ください。平成３０年産の米の安城市の生産数量目標は１０，１１２

トンとなります。平成３０年産より国からの配分がなくなり、愛知県の協議会から

配分目安が示されることになりました。安城市の生産数量目標ですが、まず愛知県

全体の主食用米等生産量を推計し、この値に平成２９年産の安城市の生産数量目標

の県内占有率を掛けて計算をしています。さらに安城市の種子用及び学校教育・試

験研究用水田の生産量を加えたものが市の生産目標の目安になります。次に、面積

換算地の１，８９８ｈａの算出方法ですが、生産数量目標１０，１１２トンを配分



基準単収１０アール当たり５３３㎏で割って計算しています。配分基準単収ですが、

過去７年間の最高値と最低値を除いた５年分の平均値となります。試験研究用・学

校田用水田については、安城市で使用している水田が４ｈａございましてこれは例

年と変更ありません。生産調整非参加者分については、過去３年間の平均面積が３

ｈａとなっています。 

次に、各集落への配分割合である配分基準値ですが、生産数量目標面積換算値の

１，８９８ｈａから、試験研究用・学校田用の４ｈａと生産調整非参加者分の３ｈ

ａを引いた１，８９１ｈａを基本面積３,１１６．４ｈａで割った６０．６７％にな

ります。小数点第２位を切り捨てて６０．６で計算しています。基本面積について

は、各部落の水田を積み上げた面積が３,１１６．４ｈａとなります。 

次の２６ページに各部落の面積を記載しています。米の作付目標面積の１,８８６．

５ｈａの算出方法ですが、平成３０年産米の生産数量目標面積の基本面積３,１１６．

４（に配分基準値をかけたものが）米の作付目標面積１，８８６．５ｈａになりま

す。 そして基本面積Ａから米の作付目標面積Ｂを引いたものが転作面積になって

おります。 

各集落の皆様に、表に記載されている米の作付け目標面積、転作面積で計画して

いただくことになります。今月９月２８日木曜日に予定しております合同会議で平

成３０年度の米の生産数量目標面積について説明させていただく予定になっており

ますが、例年生産数量目標を早く知りたいという要望がありましたので、９月１１

日付けで各農務連絡員様宛に今回と同様の資料を送付させていただいておりますの

でご承知おきください。 

この件につきまして、説明は以上となります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

続いて、連絡・報告事項について、島田課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

まず、２つ目の農業委員会視察研修についてでございますが、先月の定例会にお

きまして、日にちのみをお伝えしましたが、本日の運営委員会で行き先を決定させ

ていただきましたので、ご報告いたします。日にちは、平成２９年１０月３１日火

曜日、１１月１日水曜日の１泊２日で、初日は京都府京丹後市を視察し、２日目は

同じく京都府の農林水産技術センターを視察することに決定いたしました。ちなみ

に、初日の京丹後市農業委員会は平成２８年７月１日に農業委員１９人、推進委員

３６人、総勢５５人の新体制農業委員会へ移行しておりまして、既に１年以上が経

過しておりますので、農業委員と推進委員の連携などについて本市農業委員会にと

って参考となる話が聞けるのではないかと考えております。そして、今回の開催通

知に同封させていただきましたが、出欠の確認票をまだご提出されてない方は本日

事務局までご提出ください。 

次に３番目、農産物イラスト入り名刺についてでございますが、本市では毎月第



４土曜日を地産地消の日に設定しており、その地産地消や安城の特産品をＰＲする

ために、安城の農産物のイラスト入り名刺を作成しております。資料２７ページを

ご覧ください。農業委員及び推進委員の方にも安城の農産物を是非ＰＲしていただ

きたいということで、今回１０種類のイラストの名刺をご用意いたしましたので、

希望される方がいらっしゃいましたら、２８ページの申込書を事務局までご提出く

ださい。ちなみに、名刺の種類を「見本のとおり」とお選びいただきますと、１シ

ートで２７ページのイラスト①～⑩までの名刺が各１枚ずつできます。また、⑩の

梨のイラストをお選びいただきますと、１シートで⑩の梨のイラストの名刺が１０

枚できます。希望される方は、本日お申込みいただければ、次回農業委員会でお渡

しいたします。 

続きまして巡回農地相談・農業者年金相談ですが、農地相談は１０月１９日木曜

日 午後１時３０分から４時まで、本庁舎３階第８会議室で開催し、愛知県西三河農

林水産事務所農政課職員が対応いたします。年金相談は、同じ日時に本庁舎３階大

会議室で開催し、愛知県農業会議職員が対応いたします。つきましては、農業委員

及び推進委員の皆様の中で個人的にご相談したい方がいらっしゃいましたら、是非

この機会にご参加ください。また、地元の方や知り合いの方で相談をしたい方がお

見えになりましたら、ご案内いただければ幸いです。ちなみに、広報１０月１日号

にも掲載しております。 

続きまして、配付物ですが、本日は「のうねん９月号」と「農業委員会業務必携」

を配付させていただきましたので、業務の参考としてください。また、親睦会の改

正規約等については、先月の運営委員会で改正についてご承認いただきましたので、

改正したものを改めてお配りします。一度目を通していただき、７月２０日の研修

会でお配りいたしました「農業委員及び農地利用最適化推進委員の手引き」に綴っ

ていただきますようお願い申し上げます。また、次第にはございませんが、９月１

２日に知立市で開催されました「農業委員会委員・農地利用最適化推進委員等研修

会」を欠席されました委員の皆様に当日の資料を配付させていただきましたので、

ご活用ください。 

最後に次回の予定でございますが、毎年恒例となっているデンパークの視察を予

定しており、移動時間の関係で、１０月２３日月曜日午後１時より災害対策本部室

にて運営委員会、同じく午後２時より第１０会議室にて定例会、そして、午後３時

３０分にデンパークの視察を実施いたします。２２期から引き続きの委員の方はデ

ンパーク年間パスポートをお忘れなくお持ちください。それ以外の方もパスポート

又は無料入園券がある方は必ずご持参ください。 

連絡・報告事項については、以上でございます。 

  

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

  続いて議長は議事に従い、下記の通り議案を上程 

 



・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、古居専門主査から次の通り説明があった。 

 

除外申出に係る２７号計画の策定についてご説明申し上げます。別添資料の安城

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も

のは、この後の議題にも関連いたしますが、去る８月２２日付で出されました農用

地利用計画変更除外申出の中のものでございます。 

この申出地につきましては、現在施工中の県営灌漑排水事業中井筋地区、中井筋

依佐美地区と、平成２３年度に事業完了しました国営新矢作川用水農業水利事業と

なっております。 

これらの事業は既存の排水路の補修や能力の向上等を図るものに過ぎず、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は小さい

と考えられております。しかしながら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農用地区域から除外することはで

きないとなっております。 

但し、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、例外として農用地区域から除

外することができるようになります。 

今回の案件につきましては、学習塾及び分家住宅の建設ですが、これは農村集落

の維持をもたらす効果のある土地利用でありまして、地域の農業の振興に寄与する

と考えられます。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ので、

本日提案させて頂いております。 

説明は以上でございますので、ご承認頂きますよう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 

 

・農用地利用計画変更申出について 

 

 上記の議題について、古居専門主査から次の通り説明があった。 

 

別冊で事前送付資料としておりますが、本日改めて配付させていただきました訂

正版と名前の入っている資料をご覧ください。同行していただいた委員様のお名前

に誤りがあったための訂正させていただいております。申し訳ございません。これ

は平成２９年８月に申請いただき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２２件、用途変更が１件、

面積にいたしまして、１５５，５３０．７５㎡です。 

  まず、除外についてですが、１枚めくっていただいて計２２件。除外の目的別に



見ますと、分家住宅等の建築が１４件、駐車場敷地の整備が２件、資材置場の築造

が１件、宅地分譲目的の公共用宅地造成が１件、その他が４件となっています。「そ

の他４件」の内訳といたしましては、学習塾の建築が１件、店舗及び駐車場の築造

が１件、工場及び駐車場の築造が１件、工場の建築が１件となっています。詳細に

つきましては、調書をご確認ください。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。 

  続きまして、用途変更ですが、今回の用途変更の目的は農業用倉庫の建築が１件

となっています。詳細につきましては、調書をご確認ください。この案件について

は、本委員会でご了承いただくことができましたら、通知書を発行させていただき

ます。 

  なお、現地調査につきましては、９月１５日金曜日に、柴田孝敏委員と、太田千

尋委員にお願いし、実施いたしました。 

  以上で説明を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、以下のとおり質疑応答があった。 

 

○ 柴田 鉃夫 推進委員 

   今回訂正の農用地利用計画変更申出に係る状況調書は、事前送付されたものと

どこがどう違うのかということと、それから、私が担当しているところで、３番

の橋目町●●●××番について、状況調書では９９１㎡となっているが、申請書

を見ると９８９㎡となっている。面積が調書と違うのだがそれはよいのか。 

 

 ○ 古居 専門主査 

 申し訳ございません。説明が足りなかったようですが、同行していただいた委

員さんのお名前だけを修正させていただき、内容につきまして変更はございませ

ん。２つ目ですが、行政書士から提出された申請書には９８９㎡とありましたが、

謄本を確認したところ、９９１㎡が正しい数字でしたので修正をさせました。登

記簿謄本と同じ数字となっております。 

 

○ 柴田 鉃夫 推進委員 

   申請されたときに司法書士さんが間違ったものを持って来て、そのままサイン

して、そのまま何の報告もなしで終わりということなのか。 

 

 ○ 古居 専門主査 

   意見書をそちらにもらいに行くときに、行政書士が書類を全て揃えていたかど

うか分かりませんが、内部での協議において維持管理課・建築課・都市計画課へ

は報告しました。 

 



 ○ 柴田 鉃夫 推進委員 

そういうことではなくて、私のところに意見書を持ってきたときには９８９㎡

となっていて、当該町内会長と私のサインを書いたものは違ったままでよろしい

んですねということです。 

 

 ○ 古居 専門主査 

   行政書士に修正をさせました。報告は行政書士の方から町内会に伝えるように

しておりましたが大変申し訳ございません。今後気をつけます。 

 

議長が改めて質疑を諮ったところ、全員異議なく了承 

 

□ 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 ５件 

 

 上記の議題について、佐伯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３４から３７まで及び設８の計５件です。 

申請内容は、売買が４件、使用貸借による権利の設定が１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４件、排水管埋設のためが１件です。譲渡人

の理由は、相手方の要望によるためが３件、生活資金充当のためが１件、排水管埋

設のためが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６，３７４．６０㎡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 ３件 

□ 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 ２８件 

 

 上記議題について、山本主査から次のとおり説明があった。 

 

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１０から１２の３件です。 

転用行為の内容は、共同住宅及び駐車場が１件、太陽光発電所が１件、分家住宅



の建築が１件です。申請面積は、田１，０３０㎡、畑５６８．６１㎡ 合計１，５

９８．６１㎡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９９から１２６までの２８件です。転用行為別に見ます

と、分家住宅が１２件、敷地の拡張が２件、駐車場が５件、工場の建設が１件、資

材置場が２件、店舗及び駐車場が１件、農業用倉庫の建築が１件、排水敷地が１件、

駐車場及び資材置場が１件、粘土採掘場が２件です。面積につきましては、田２９，

０３７㎡、畑４，３２４㎡、合計３３，３６１㎡です。 

今回の説明案件は５条の受付番号１１１です。申請日は平成２９年９月５日、同

日農業委員会受付となっております。所有権の移転による転用で、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及び資料２のとおりです。 

事業計画の内容としては、譲受人が、譲渡人の所有する田を転用し、駐車場を建

築するものです。事業期間につきましては、平成２９年１１月より着工し、平成３

０年１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３及び資料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、敷地南側の隣接農地との境界にコンクリート

擁壁を設置し土砂の流出を防ぐ計画になっています。排水計画について、雨水排水

は敷地東側のＵ字溝で雨水を受け集水マスにより集水し、油水分離槽を経由して北

側水路へ放流する計画となっています。また、大雨の対策として、駐車場貯留、流

出抑制マスの設置も合わせて計画されています。 

許可を受けた後、遅滞なくその用途に供する見込みがない場合には許可できない

こととなっておりますが、先ほどの事業計画から考慮して問題ないと考えておりま

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おりますが、申請者は過去

において違反転用等を行ったことはなく、資力についても決算書等で確認をしてお

り問題ないと考えています。また、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

しており、小作人等はいないため、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、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いたしましたので、問題ないと考えております。 

説明案件を含めて４条申請及び５条申請合わせて３１件いずれの転用計画につき

ましても、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、他法令上の

手続も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、説明案件の他には、４条申請では

受付番号１１、５条申請では受付番号１０１、１０２、１０６、１０７、１１７、



１１８、１２５及び１２６になります。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１５日金曜日に柴田孝

敏委員と太田千尋委員に行っていただきました。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 ４

件 

 

 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１９から２２までの４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２５，２３８㎡、畑１，５９９㎡、合計２６，８３７㎡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。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承 

 

□ 日程第５ 報告第９号 専決処分について 

 

 上記議題について、今泉主事補から次のとおり説明があった。 

 

日程第５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１４の１件です。転用行為別にみますと、駐車場・ガレ

ージの設置が１件です。面積は、畑３０２㎡となっています 

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６２から７０までの９件です。転用行為別にみますと、

コインランドリーの建築が１件、駐車場の設置が１件、分譲住宅の建築が１件、住

宅の建築が５件、分譲宅地用地が１件です。面積は、田２，７４８．００㎡、畑１，

１７７．００㎡の合計 ３，９２５．００㎡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８２から９６までの１５件です。解約事由別にみますと、 

転用するためが７件、自作するためが１件、収用のためが２件、売却するためが５

件 です。面積は、田２０，３９５．００㎡となっております。また、第４２号議

案内、農地法５条申請内の受付番号１０５においての篠目町●●●××－×の面積

と１８条解約の篠目町●●●××－×の面積が異なっていますが、１８条の解約後

に分筆されたため、このような数字になっています。 

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３の１件です。取消の事由としましては、計画を中止に

したためです。面積は、田５６５㎡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７の１件です。改良の種別は、田畑転換が１件です。面

積は、田３７０㎡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。 

 

 

午後３時４３分、議長は閉会を宣する。 

 

 

 

 


