
 

 

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 平成２９年１２月２２日（金） 

 開会 午後３時３０分 

 閉会 午後４時７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                １４名 

法第１８条による委員数               ２７名 

 

２３ 稲垣 信彦 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 

 

 

２ 柴田 孝敏 委員 

３ 太田 千尋 委員 

 

 



 

会議の記録 

 

 午後３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 ２ 柴田 孝敏 委員 ３ 太田 千尋 委員 

 また、欠席者は、２３ 稲垣 信彦 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 

 

・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１１月２０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、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、自己用住宅の敷地拡張ですが、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、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、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。 

 

別冊として事前に送付してある資料の、農用地利用計画変更申出総括表をご覧くだ

さい。これは平成２９年１１月にあり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件で、面積にいたし

まして、２７，０７２㎡です。 

除外の目的別に見ますと、農家住宅の建築が２件、分家住宅等の建築が８件、駐車   

場敷地の整備が８件、その他が４件となっています。また、「その他４件」の内訳と

いたしましては、物流倉庫兼事務所築造が１件、店舗の建築が１件、店舗兼駐車場の

築造が１件、資材置場兼駐車場の築造が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。 

なお、現地調査につきましては、１２月１５日金曜日に、長谷部勇委員と、江川  

攻委員にお願いし、実施いたしました。 

 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。 

  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１ 第５６号議案 農地法第３条の規定による申請について ４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５６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４８から５０まで及び設１１の計４件です。申請内容は、

売買が３件、賃借権の設定が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件です。譲渡人の理由は、借入金の返済のためが１件、相手方の要望による

ためが１件、医療費充当のためが１件、労力不足による経営縮小のためが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９，７７９．００㎡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５７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５８号議案 農地法第５条の規定による申請について ２０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５７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１５、１６の２件です。転用行為の内容は、自己用住宅が

１件、住宅敷地の拡張が１件です。申請面積は、田４９５㎡、畑１０１㎡、合計５９

６㎡です。 

続きまして日程第３第５８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１５６から１７５までの２０件です。転用行為別に見ます

と、敷地の拡張が１件、分家住宅が１０件、駐車場が１件、工場が１件、店舗及び駐

車場が１件、排水敷地が１件、資材置場が１件、太陽光発電所が１件、自己用住宅が

１件、粘土採掘場が２件です。面積につきましては、田１９，２８０．５０㎡、畑２，

８３５．２５㎡、合計２２，１１５．７５㎡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１６１です。申

請日は平成２９年１２月５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。賃借人は電線製造機械を始めとする各種工作機械の製造

を主に行っていますが、数年前から現在の工場では手狭と感じる状況が続いており、

得意先より依頼を受けている今後取り組む事業を機会として、新工場を建築し現在の

状況の改善と事業拡大を図っていきたいと考え、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３１３㎡と一体利用しながら

転用し、工場を建築するものです。事業期間につきましては、平成３０年２月より着

工し、平成３１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、敷地境界にはコンクリートブロックを設置し土砂

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、北側水路及

び東側既設側溝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２２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。 

説明案件のほか、申請面積１，０００㎡以上の案件については、受付番号１６４、

１６６、１７４及び１７５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、１２月１５日金曜日に長谷部

勇委員と江川攻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５９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 １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５９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２８の１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５，３３１㎡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１２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１２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、２２の２件です。転用行為別にみますと、住宅用敷

地が１件、共同住宅の建築が１件です。面積は、田８７０．００㎡、畑２８．９１㎡

の合計８９８．９１㎡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９２から９９までの８件です。転用行為別にみますと、宅

地用地が１件、店舗の建築が１件、事務所・倉庫及び駐車場の設置が１件、駐車場の

設置が１件、住宅の建築が３件、分譲宅地用地が１件です。面積は、田５，５９０．

１２㎡、畑１，０５０．２７㎡の合計６，６４０．３９㎡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１２４から１３０までの７件です。解約事由別にみますと、 

売却するためが４件、転用するためが１件、他者に賃貸しするためが１件、売買及び



他者に賃貸しするためが１件です。面積は、田１２，８２２．００㎡となっています。 

  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１１の１件です。改良の種別は、田畑転換が１件です。面

積は、田３００．００㎡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は振興係太田主事、２は今泉主事補、３は島田

課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

１ 認定農業者の認定について 

 

まず申し訳ございませんが、２、３ページの資料につきまして、誤りがございまし

たので差し替えのものを用意いたしました。お手数ですが、２、３ページにつきまし

ては差し替えのものをご覧いただきますようお願いいたします。 

１ページ、資料１をご覧ください。毎年この時期に１年間の認定農業者数の報告を

させていただいております。平成２９年１月１日現在の認定農業者数は１６６名で、

平成３０年１月１日の認定農業者数の予定は１５９名となっております。内訳といた

しましては、新規認定の方が４名、再認定の方が４４名、認定期間満了その後不更新

の方が６名お見えになりました。不更新の理由としましては、規模縮小、高齢化、健

康上の理由等により更新されないとのことでした。計画の変更をされた方が６名お見

えになりましたが、主な理由としましては、融資を受けるうえで計画の変更が必要だ

ったためがほとんどでした。取消、これは経営委譲ということで３名お見えになりま

した。その他としまして、認定期間中に亡くなられた方が２名お見えになりました。

これらを踏まえて、来年１月１日現在の予定数は１５９名となります。 

今回新規、更新で認定農業者の方の一覧が１ページの下段及び２ページに記載して

ございます。なお、２ページの更新の方を数えていただきますと４３名となります。

これは、再認定された方のうち１名が再認定直後に亡くなられたことによるものでご

ざいます。３ページにつきましては、農業経営改善計画の認定状況の集計表となって

おりますのでご確認ください。 

この件についての説明は以上となります。 

 

２ 遊休農地・違反転用農地の指導結果について 

 

農業委員及び推進委員の皆様におかれましては、遊休農地・違反転用農地の調査及

び指導にご協力をいただき誠にありがとうございました。その結果についてご説明さ

せていただきます。４ページ、資料２をご覧ください。 

今年度は、遊休農地８０筆に対して指導文書を送付いたしました。指導後におきま

しては、遊休農地６８，７４６㎡のうち解消面積は３８，３８９㎡となり、解消率は



５６％でございました。また、解消されなかった農地は３０，３５７㎡となり、市内

全域の総農地面積３，７４７ｈａに対しての遊休農地率は０．０８％という結果とな

りました。 

昨年度との比較では、指導対象の遊休農地の筆数及び面積は減少しましたが、解消

できなかった遊休農地は増加しております。ここで９ページの「今年度」と書かれた

集計欄をご覧ください。「うち新規農地」と「うち未改善地」は昨年度と同等に推移

しておりますが、「うち改善地」が昨年度と比べて７筆、１３，２３５㎡減っており

ます。昨年度も同じ検証結果を報告しておりますが、近年は比較的大きめな面積の遊

休農地の解消が難しくなってきていることが伺えます。 

４ページにお戻りください。今年度の遊休農地解消率は、平成２７年度の６１％、

平成２８年度の６５％には及びませんでしたが、平成２５年度が５６％、平成２６年

度が４３％でございましたので、今年度の農地パトロールの効果は十分にあったと考

えます。これもひとえに農業委員及び推進委員の皆様が８月の大変暑い時期に、遊休

農地解消に向け積極的に働きかけていただいたおかげと感謝申し上げます。 

一方、違反転用農地については、１０３筆、８７，８９１㎡ございましたが、指導

対象とした違反転用農地のうち、解消されたものは１１月末の段階ではございません

でした。そして最終的な違反転用率は０．２３％という結果でございました。これま

では、違反転用農地の指導文書を送付しましても、反応はあまりありませんでしたが、

今回は、現在まで２４件の是正相談がございました。これもひとえに農業委員及び推

進委員の皆様のご指導の賜物でございます。 

遊休農地及び違反転用農地の解消は、一朝一夕にできるものではございません。農

業委員及び推進委員の皆様の日頃の継続的で地道な指導が重要でございますので、引

き続き事務局一体となって農地パトロール及び指導にご協力いただきたいと存じます。

今後も何か困りごと等ございましたら、事務局へご相談いただきますようよろしくお

願い申し上げます。また、「安城市農地等の適正管理に関する指導要綱」に基づき、

今回解消されなかった遊休農地のその後の状況を１月中に再度事務局で確認したうえ

で、解消されていなければ、市長名で再度指導文書を送付いたします。ちなみに５ペ

ージから９ページの指導対象遊休農地で網掛けされたもののうち、右端の「指導文

書」欄に「有」と記載されたものが対象となります。 

なお、大変遅くなりましたが、今回の８月の農地パトロール及び１１月の是正指導

等を行い、事務局に報告をしていただきました農業委員及び推進委員の皆様には、手

当てを１２月中にお支払いします。ただし、本来であれば活動していただいたすべて

に手当をお支払いさせていただくところでございますが、予算を超過してしまいまし

たので、大変申し訳ありませんが予算の範囲内でのお支払いとさせていただきますの

でご了承いただきますようお願い申し上げます。 

この件につきましては、説明は以上となります。 

 

３ その他 

 

まず、（１）平成３０年度農業経営基盤強化促進事業による利用権設定についてで



ございます。資料はございませんが、農業経営基盤強化促進法に基づきまして、来年

度も利用権設定を実施いたします。ちなみに利用権設定とは、農地を借りて経営規模

を拡大したい意欲ある農業者と農地所有者との間で、農地貸借等の権利を設定し、農

地の有効利用と農業振興を図ることを目的とする事業でございます。基本的にはＪＡ

が仲介役となり、意欲ある農業者へ農地を貸し付けることとなります。 

今回の利用権設定は、現在利用権設定をしている農地で更新するものを対象として

おり、契約始期は平成３０年４月１５日又は６月１５日で、契約期間は３年、６年、

１０年が選択可能でございます。ただし、新規で権利設定を希望する農地がある場合

は、原則、農地中間管理事業による権利設定となります。 

今回の利用権設定のための書類の提出は、ＪＡの営農企画課へ平成３０年１月１５

日月曜日までにお願いしております。 

農業委員及び推進委員の皆様におかれましては、農地流動化の推進にご理解いただ

き、利用権設定の更新についてご協力をいただきますようよろしくお願いします。な

お、地元で農地を預けたいというご相談等がございましたら、ＪＡ又は市農務課をご

案内ください。 

続きまして、（２）次回予定でございますが、１月２２日月曜日午後１時３０分よ

り災害対策本部室にて運営委員会、午後２時３０分より第１０会議室にて定例会、 

そして、先月ご案内させていただき今月行う予定でございました、市土木課による

「雨水貯留について」の研修会を午後３時３０分より第１０会議室で行いますのでよ

ろしくお願いします。 

報告・連絡事項につきましては、以上でございます。 

 

議長が質疑を諮ったところ、以下の通り発言があった。 

 

○ 杉浦 正紀 推進委員 

先程の違反転用指導について、報告したいことがあります。資料の４３番の資材置

場については、その後解消されました。また、４５番について、所有者の方と杉浦会

長が話し合った結果、解消されましたので報告させていただきます。 

 

 議長が修正の指示をし、引き続き質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

午後４時７分、議長は閉会を宣する。 

 

 


