
 

 

 

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 平成２９年１１月２２日（水） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時２０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 

 

 

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                １３名 

法第１８条による委員数               ２７名 

 

１０ 長谷部 勇 委員 １０ 本多 茂 推進委員 

 

 

 農業委員会長 杉浦 英彦 

  

 

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 

 

 

１２ 江川 攻 委員 

１３ 大見 由紀雄 委員 

 

 



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 １２ 江川 攻 委員 １３ 大見 由紀雄 委員 

 また、欠席者は、１０ 長谷部 勇 委員 １０ 本多 茂 推進委員 と報告 

 

 続いて議長は議事に従い、下記の通り議案を上程 

 

□ 日程第１ 第５０号議案 農地法第３条の規定による申請について ６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５０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４２から４７までの計６件です。申請内容は、売買が６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件です。譲渡人の理由は、

相手方の要望によるためが５件、営農が困難なためが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１２，５１６．００㎡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５１号議案 農地法第４条の規定による申請について ２件 

□ 日程第３ 第５２号議案 農地法第５条の規定による申請について １１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５１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１３、１４の２件です。転用行為の内容は、自己用住宅の

敷地の拡張が１件、通路が１件です。申請面積は、畑１８４㎡です。 

続きまして、日程第３第５２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１４５から１５５までの１１件です。転用行為別に見ます

と、分家住宅が６件、診療所及び駐車場が１件、農業用施設が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８，９９６㎡、畑４，

１３６㎡、合計１３，１３２㎡です。 

それでは、説明案件に移ります。今回の説明案件は５条の受付番号１４７です。申

請日は平成２９年１１月６日、同日農業委員会受付となっております。賃借権の設定

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。賃借人は現在篠目町にて診療所を開設していますが、借

地期間の満了に伴い土地を返還することとなり、診療所を移転する必要があり申請に

至っています。    

事業計画の内容は賃貸人の所有する田を隣接する宅地９１４．３１㎡と一体利用し

ながら転用し、診療所及び駐車場を建築するものです。駐車場については、来客用２

４台、従業員用９台、合計３３台を確保する計画です。事業期間につきましては、平

成３０年１月より着工し、平成３０年８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、隣地コンクリートブロック及びフェンスを利用し

土砂等の流出を防ぐ計画となっております。排水計画について、雑排水は合併浄化槽

で適切に処理し、雨水については敷地内Ｕ字溝及び集水マスを設けて集水し、必要に

応じて地下貯留施設にて流出量を調整しながら水路に排水する計画となっています。 

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、必要な資金については金融機関から借入れをす

る予定であり、融資見込み証明にて確認しています。 

 説明案件を含めて４条申請及び５条申請合わせて１３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、受付番号１５０、１５４及び１５５

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、１１月１６日木曜日に近藤正

広委員と大見由紀雄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５３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 １

件 

 

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４第５３号議案、生産緑地に係る農業の主たる従事者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３の１件です。買取申出の事由は、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、買取申出事由

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。登記簿面積につきましては、畑８２９㎡です。 

本日ご承認いただきましたら、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５４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 ２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５第５４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２６から２７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８，６７７㎡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６ 第５５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６第５５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２９年度農用地利用集積計画実施総括表平成２９年１２月１５日公告分をご覧

ください。この制度を活用した利用権設定では、新規設定の場合は「おためし期間」

として１年間の貸付となっています。 

今回、利用権設定の新規面積は、１，２４５㎡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、１２月１５日付けで公告させていただきます。 

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、以下のとおり質疑応答があった。 

 

○ 浅井 清幸 委員 

 今回の利用権取得者のうち和泉地区の●●●●さんの年齢を教えて欲しい。 

 

○ 今泉 主事補 

 今手元に資料がございませんので、後ほど回答させていただきます。 

 

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７ 報告第１１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７報告第１１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１８から２０の３件です。転用行為別にみますと、住宅の

建築が１件、駐車場の設置が１件、共同住宅の建築が１件です。面積は、田７３１．

００㎡、畑３３２．００㎡の合計１，０６３．００㎡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８２から９１までの１０件です。転用行為別にみますと、

分譲宅地用地が１件、住宅の建築が６件、駐車場の設置が１件、分譲住宅の建築が１

件、敷地の拡張が１件です。面積は、田１，６５０．００㎡、畑１，０８４．００㎡

の合計２，７３４．００㎡となっています。 

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１１２から１２３までの１２件です。解約事由別にみます

と、自作するためが１件、転用するためが２件、高齢により耕作困難のためが３件、

転用及び自作するためが１件、売却するためが４件、労力不足のためが１件です。面

積は、田１９，８５２．００㎡となっています。 

  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８及び９の２件です。受付番号８の変更の事由としまして

は、粘土採掘場を追加するため、採掘場の一部を通路に変更し、かつ一時転用の許可

期限を１年１１ヶ月延長するため、受付番号９の変更の事由としましては、一時転用

の許可期限を６ヶ月延長するためです。面積は、田７，５２１．００㎡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１０の１件です。改良の種別は、田畑転換が１件です。面

積は、田８５．００㎡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。 

 

続いて、連絡・報告事項について、１は農政係長谷部主査、２及び３は古居専門主査、

４以降は島田課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

１ 平成２９年度（第３２回）安城市農業賞等について 

 

安城市農業賞は昭和６１年度にスタートし、地域農業の発展に努力されている方、

農業経営が他の模範となる方、農業後継者で今後活躍が期待される方などを表彰し、

本市農業の一層の振興に資するものでございます。本年度も「地域づくり活動部門」、

「営農部門」、「農業青年奨励部門」の３部門を選考させていただきました。 

選考につきましては、安城土地改良区、農用地利用改善組合より推薦されました方

を去る１０月２７日開催の安城市農業振興協議会幹事会で事前審査し、１１月７日開

催の安城市農業振興協議会で決定をいただきました。 

その結果、「地域づくり活動部門」につきましては、「今村環境保全会」様に、「営

農部門」につきましては、「深津文明」様に、「農業青年奨励部門」につきましては

「小管康博」様にそれぞれ決定されました。 

一枚資料をめくっていただきますと、各受賞者の方の業績を記載させていただきま

したので、ご説明いたします。 

まず、「地域づくり活動部門」の「今村環境保全会」様でございます。 

今村環境保全会は、平成１９年４月に設立され、農業用水等の農業施設、農地や農

村環境の保全と質的向上を目指し活動されています。年間を通じて、良好な親水空間

の保全に寄与し、劣化した用排水路では、保全会役員の直営施工による目地詰め等の

補修により、施設の長寿命化と経費削減を図っています。また、市街化区域に隣接し

た立地条件の中、小学校の稲作体験や各子ども会の芋掘り体験を始め、農地や用水路

周辺のごみ拾いなど、非農家と連携した交流活動にも力を入れています。 

つづいて、「営農部門」の「深津文明」様でございます。 

深津様は、昭和５６年に水稲・胡瓜のハウス栽培を中心に経営を開始し、昭和６１

年にＪＡあいち中央胡瓜部会に加入後は、本格的に胡瓜栽培を開始されました。近年、

病害虫による胡瓜の生育障害が多発した際に、幾多の研究・検討を重ねられ、農薬に

頼らない防除方法を確立し、品質の向上・安定生産に成功しました。その成果を胡瓜

部会で発表して大半の部会員に導入されたことで、防除回数が減り、より安全・安心

な農産物の出荷につながっています。平成２４年にＪＡあいち中央胡瓜部会長に就任

し、胡瓜の安全性などのＰＲ活動に努められました。農業経営の拡充に努めるととも



に、地域の雇用促進にも寄与し、地域農業の先覚者として大いに活躍されています。 

つづいて、「農業青年奨励部門」の「小管康博」様でございます。 

小管様は、平成１５年から２年間、国際農業交流協会が主催する海外農業研修に参

加し、アメリカで農地の有効利用や効率化による経営を学びました。その後、親元で

就農し、ハウス胡瓜の栽培を中心とした農業経営を開始されました。平成２７年にＪ

Ａあいち中央青年部部長に就任し、積極的に活動されました。農業体験の実習の受け

入れも好意的に行っています。平成２９年７月に父親から経営移譲を受けて認定農業

者となり、将来の地域農業の発展に欠かせない存在として期待されています。 

以上の方が、平成２９年度安城市農業賞を受賞することに決定されました。受賞式

につきましては、１２月２１日木曜日に農用地利用改善組合長・農務連絡員の合同会

議の席上で行う予定でございます。 

続きまして、新規就農者の紹介をさせていただきます。右のページをご覧ください。 

本市では、毎年年末の農業賞表彰式に併せて新規就農者の激励会を開催しておりま

す。対象となる新規就農者の方は、普及課、農協、各地区農用地利用改善組合などか

ら情報提供をいただき、内規に基づき、また、本人への確認を行ったうえで決定しま

す。本年の激励会の対象者はお一人でして、東端町にお住まいの江坂高紀様でござい

ます。江坂様は、ナスを中心に露地野菜の栽培を行ってみえます。新規参入という形

で就農されました。 

以上で説明を終わります。 

 

２ 粘土採掘場の現地調査結果について 

 

１ページ資料１をご覧ください。粘土採掘場の現地調査の結果について報告いたし

ます。 

開催日時は平成２９年１０月３０日月曜日、午後１時３０分から午後４時まで実施

いたしました。調査対象は市内全域で１５箇所、総面積は８１，３８０㎡です。調査

員は、農地利用最適化推進委員４名をはじめ、関係機関や粘土組合などからの出席者

総勢１６名で４班に分かれて現場を調査し、危険防止対策等の有無、道水路の保全状

況、産業廃棄物の不法投棄等の有無などを調査いたしました。 

その結果ですが、工事の状況につきましては、施工中が１４件、未着手が１件でご

ざいました。指導内容としましては、一時転用許可期限切れによる早期完了指導が１

件、雨水排水対策に関する指導が３件、危険防止柵に関する指導が５件、道水路の清

掃が３件、許可看板の未設置が１件となっております。 

これらの内容は、各施工業者に対し、１１月１３日付け文書にて指導をいたしまし

て、１２月１８日までの是正を求めています。 

 

３ 農業委員会視察研修会計報告について 

 

４ページ資料２をご覧ください。 

  今年度の農業委員会視察研修は、１０月３１日から１１月１日にかけての１泊２日



で京都府京丹後市農業委員会及び京都府農林水産技術センターに農業委員及び農地利

用最適化推進委員２２名と事務局職員２名の総勢２４名により、予定どおり無事に視

察研修を終えることができました。ご協力ありがとうございました。 

  それでは、視察研修の会計報告を資料２下側の支出の部からご説明させていただき

ます。 

まず、支出明細は、記載されたとおりでございますが、支出総額は、８６３，９９

０円でございます。続いて、収入の部でございますが、項目の３行目までは公費負担

となる予算項目が記載されており、計として７６３，０００円でございます。次に、

ご芳志として会長及び会長職務代理者から計１５，０００円がございました。これら

の合計金額が、収入合計として、７７８，０００円でございます。 

  ここで、総支出額から収入額合計との差額が８５，９９０円となりますが、これが

公費でまかないきれなかった不足分であり、以前説明させていただいたとおり参加者

の負担となります。随行職員を含めた視察研修参加者２４名で割りますと、これから

徴収させていただきます金額は１人あたり３，５８３円となります。そういたします

と、最終的には端数の関係で収入の方が２円多くなりますので、親睦会の口座に入金

させていただきたいと思います。 

  なお、参加者の負担金は事務上の都合で、１２月の報酬の一部から引き落としさせ

ていただきます。１２月の親睦会積立金つきましては、本来５，０００円のところを

参加者は３，５８３円上乗せさせていただき８，５８３円で、参加できなかった方は

通常どおり５，０００円で引き落としさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

  

 ここで、杉浦会長から提案の発言があった。 

 

  過日実施しました農業委員会視察研修におきまして、２人の事務局職員の方に随行

をしていただきました。この視察研修に伴う宿泊費等については公務扱いのため公費

支出される部分もありますが、実際の経費として宿泊費、飲食費、バス代の使用料等

の総支出はどうしても足が出てしまうとのことです。そこで、農業委員及び推進委員

自身の不足分は出席者自身で負担することはやむなしと考えますが、これまでも随行

職員の不足分については親睦会で負担してきておりますので、今回も随行職員２人分

の不足分について親睦会で負担することにしてはどうかと、私から今月の運営委員会

にて提案しましたところ、賛同を得ることができました。しかし、この負担は出席者

だけの負担ではなく、親睦会全体での負担となりますので、委員及び推進委員の皆様

に私から改めてお諮りしたいと思います。 

 

会長の提案に対し、全員異議なく賛同。 

 

４ 全国農業新聞の農業委員・農地利用最適化推進委員皆購読奨励金について 

 

  ５ぺージ、資料３をご覧ください。 



  この度、愛知県農業会議から、１０月末時点で新体制に移行しており、農業委員・

農地利用最適化推進委員が全員「全国農業新聞」を購読している農業委員会に、奨励

金として１万円又は１万円以内の全国農業図書をいただけることになりました。 

  本市農業委員会は、委員及び推進委員の皆様のご理解ご協力のおかげを持ちまして

全員購読を達成しております。今回、全国農業図書のうち、農業委員会業務に役立つ

図書をお配りすることも検討いたしましたが、１人当たりの金額が２４０円弱となり、

皆様全員にお配りできる適当な図書はございませんでしたので、現金でいただくこと

とし、親睦会の会計に繰り入れ、年度末に皆様にご負担いただく全国農業新聞代に充

てさせていただいますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 

５ 平成３０年農業委員会開催日程について 

 

別添資料をご覧ください。 

来年の農業委員会の開催予定日についてご説明します。原則、２２日を開催日とし

ておりますが、２２日が土・日・祝日に当たるときは、次の最初の平日が開催日とな

っておりますのでご確認いただき、ご予定いただきますようようお願いいたします。

ちなみに、９月と１２月は振り替え休日の関係もあり、２５日の開催となっておりま

す。場所は、すべてこちら第１０会議室を予定してございます。 

 

６ 農地転用許可の権限移譲先進地視察について 

 

先月の定例会でもご報告いたしましたが、１１月２４日金曜日午後１時より、三重

県松阪市へ農地転用許可の権限移譲先進地視察として、会長、会長職務代理者、浅井

委員、鳥居推進委員、事務局課長、事務局担当者とで先方の農業委員会へ権限移譲に

関する話を聴きに行ってまいります。その結果につきましては、１０月の長野県飯田

市の結果と併せまして、１２月の定例会で報告させていただきます。 

 

７ 全国農業委員会会長代表者集会 

 

  １１月３０日木曜日に会長が愛知県農業会議の西三河地域協議会を代表して、東京

で開催される全国農業委員会会長代表者集会に出席されます。その際に地元国会議員

に対する要請活動も行いますので、要請したい事項がございましたら、１１月２７日

月曜日までに事務局へお申し出ください。 

 

８ 食と農の祭典「安城マルシェ」 

 

  お手元にお配りしましたチラシをご覧ください。１１月２５日土曜日・２６日日曜

日に、市制施行６５周年記念事業といたしまして、食と農の祭典「安城マルシェ」in

アンフォーレを開催いたします。これは、生産者や消費者また都市と農村間の交流を

図るイベントでございます。今年の１月には、デンパークで「安城マルシェ」と銘打



ち、２日間で１万人を超える方が来場いたしました。今年度は、周年事業としてさら

にパワーアップしてアンフォーレで開催いたします。マルシェやキッチンカーなど５

０を超える店舗が集合しまして、新鮮な野菜やグルメが盛り沢山のイベントとなって

おります。また、碧海５市の農のイベントである碧海農業フェスティバルとも共同開

催といたしまして、振る舞いやゲームが楽しめるとともに、様々な無料体験を用意し

てございます。もちろん農業に係る講演会やセミナー等も行いますし、今年度メディ

アでも注目されました幻の梨「あまひびき」を使った新作スイーツの発表と試食会も

考えております。また、今話題の農業女子も来場しまして、トークショーなどで盛り

上げていただく予定でございます。また、ほこ天きーぼー市とも共同開催をいたしま

して、スタンプラリーを行い、街中のにぎわいの創出に努めるイベントとしてまいり

ます。お一人でもご家族でも楽しめるイベントでございますので農業委員及び推進委

員の皆様もぜひお誘いあわせの上ご来場いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

９ 本日の提出物について 

   

１０月３１日、１１月１日で実施いたしました、農業委員会視察研修の参加されま

した委員及び推進委員の方は視察研修報告書をご提出ください。また、１１月中に実

施していただきました遊休農地、違反転用農地の指導に関する報告書についてもご提

出ください。この報告書を基に、８月の農地パトロール分と併せて年内には予算の範

囲内で報酬をお支払いさせていただきます。 

 

１０ 配付物 

  

本日、先月お申込みいただきましたデンパーク年間パスポート、農業委員又は農地

利用最適化推進委員手帳、のうねん１１月号、先月申し込まれた方へ名刺をお配りさ

せていただきましたので、ご活用ください。 

なお、デンパーク年間パスポートには大人、子供及び男女の別がございます。「大

人」、「子供」の別はパスポート上部の「年間パスポート」と言う文字の横に記載が

あります。男女の別は「お名前」欄の右下に記載がございますし、色も違いますので

お間違えのないようお願いします。ご使用いただきます際は、お名前と年齢を記載い

ただきますようお願い申し上げます。また、家族パスポートを申し込まれた方は、本

日差額２，４００円を集めさせていただきます。 

なお、新しく委員又は推進委員になられた方で、すでにデンパーク年間パスポート

をお持ちの方は、来月２，４００円を返金させていただきますので、ご自分がお持ち

のパスポートの期限が到来しましたら更新をお願いいたします。 

 

１１ 次回予定 

 

  最後に、次回の予定でございますが、１２月２２日金曜日午後２時３０分より災害

対策本部室にて運営委員会、午後３時３０分より第１０会議室にて定例会、午後４時



３０分より同じく第１０会議室にて研修会、午後５時３０分たい常分店にて忘年会で

ございます。 

  なお、１２月は副市長も出席される忘年会がございますので、通常より１時間遅く

開催いたします。お間違えのないようお願いいたします。また、土木課河川係から農

業委員及び推進委員の皆様に雨水貯留についてのお話をさせていただきたいと依頼が

ございましたので、午後４時３０分から３０分程度研修会を開催させていただきます

のでよろしくお願いいたします。 

  連絡・報告事項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、全員異議なく了承。 

 

 ここで、今泉主事補より、以下のとおり説明があった。 

 

議事日程第６第５５号議案において浅井委員よりあった質問事項につきまして、回

答させていただきます。和泉地区の●●●●さんの年齢は●●才でございます。 

 

 

午後３時２０分、議長は閉会を宣する。 

 

 


