
 

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 平成３０年５月２２日（火） 

 開会 午後２時３３分 

 閉会 午後３時９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                １２名 

法第１８条による委員数               ２７名 

 

近藤 正広 委員、太田 良子 委員 

本多 茂 推進委員、 

 

  

農業委員会長 杉浦 英彦 

  

 

荻須事務局長、野畑事務局課長、岡田係長、古居専門主査、 

山本主査、石川主事、今泉主事 

 

 

１１ 林  茂樹 委員 

１３ 大見 由紀雄 委員 

 

 



会議の記録 

  

午後２時３３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 １１ 林 茂樹 委員 １３ 大見 由紀雄 委員 

 また、欠席者は ７ 近藤 正広 委員、９ 太田 良子 委員、２４ 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２２号議案 農地法第３条の規定による申請について  

 

 上記の議題について石川主事から次のとおり説明があった。 

 

 日程第１第２２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２０から２４まで及び設７の計６件です。 

申請内容は、売買が３件、交換が２件、賃借権の設定が１件です。 

譲受人又は借受人の理由は、農業経営規模の拡大を図るためが４件、 

耕作の便宜を図るためが２件です。譲渡人又は貸渡人の理由は、相手方の要望によ

るためが４件、耕地交換のためが２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５，２４３．００㎡、畑７６４．００㎡、合計６，０

０７．００㎡ 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２３号議案 農地法第５条の規定による申請について 
 

 上記の議題について古居専門主査から次のとおり説明があった。 

 

 日程第２第２３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６５から７６までの１２件です。転用行為別に見ますと、

駐車場が６件、分家住宅の建築が２件、住宅の建築が１件、店舗の建築が１件、粘

土採掘場が２件です。 

面積につきましては、田３，９５８．００㎡、畑４，４５２．９１㎡、合計８，

４１０．９１㎡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６７です。 

申請日は平成３０年５月７日、同日農業委員会受付となっております。所有権移転

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。 

事業計画の内容は、新田町で自転車小売業を営む譲受人が、譲渡人の田を転用し、

店舗を増築するものです。 

平成２９年１１月２０日に農用地利用計画の変更（除外）の申請があり、土地選

定理由や規模決定根拠等について審議を重ねた結果、平成３０年２月９日に内諾を

しております。 

事業期間につきましては、平成３０年７月より着工し、平成３０年１１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は、隣接農地との境界にコンクリートブロッ

クを設けて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、汚水については合併浄化槽を、雨水については地下貯留施設

や側溝などを設けて北側の既設水路に排水する計画となっています。 

許可後は、前述のとおり遅滞なく申請農地をその用途に供する予定です。 

また、申請者は資金計画についても支障なく、転用行為を行うために必要な資力

があると判断しています。 

  

 説明案件を含む１２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７５及び７６です。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、５月１５日火曜日に長谷部勇

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３ 第２４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 



 

 上記の議題について今泉主事から次のとおり説明があった。 

 

 日程第３第２４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１２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５，１５９㎡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４ 第２５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 

  この議案には、議事参与の制限を受ける委員がおられますが、まず、議案の全体

説明を事務局にしていただき、その後議事参与の制限を受ける委員のものと受けな

いものとを分けて審議いたしますので、ご承知ください。 

  

上記の議題について今泉主事から次のとおり説明があった。 

 

  日程第４第２５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。 

本日別冊でお配りしました、議案１頁目の「平成３０年度農用地利用集積計画実

施総括表平成３０年６月１５日公告分」をご覧ください。 

新規に設定する面積が、１２万４３３．５４㎡、期間満了による更新の面積が、

７１万８,１４６．６㎡、合計 ８３万８,５８０．１４㎡です。 

なお、移転する面積は２万６,７２５㎡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、６月１５日付けで公告させていただきます。 

また、農地中間管理機構によるもの、畑・樹園地利用促進制度によるもの及び農

地利用集積円滑化事業による利用権設定面積は、今回の公告案件を含め６月１５日

時点で、約２，１８９ｈａとなります。これにより利用権による農地集積率に換算

しますと６０％となります。 

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、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第５ 報告第５号 専決処分について 

 

 上記の議題について石川主事から次のとおり説明があった。 

 

 日程第５報告第５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１３及び１４の２件です。転用行為別にみますと、共同住宅の建築が１件、コ

ンテナ置場が１件です。面積は、田、１，４２７．００㎡、畑、２３０．００㎡の

合計１，６５７．００㎡となっております。 

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３９から５０までの１２件です。転用行為別に見ますと、 

駐車場の設置が１件、住宅の建築が６件、分譲住宅の建築が１件、敷地の拡張が１

件、コンテナ置場が１件、分譲宅地用地が２件、です。面積は、田、１，０７６．

０３㎡、畑、１７９０．８７㎡の合計２，８６６．９０㎡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１０８から１１４までの７件です。解約事由別にみますと、転

用及び自作するためが１件、売却するためが３件、転用するためが１件、自作する

ためが１件、労力不足のためが１件です。面積は、田 ８，５３２．００㎡となっ

ております。 

続きまして、取消願書についてご説明申し上げます。今回の申請は、受付番号２

及び３の２件です。取消の事由としましては、譲受人の変更のためが１件、同時申

請である交換先の農地法第３条許可申請が不成立に終わったためが１件です。面積

は、田 ２，８６２．００㎡となっております。 

最後に、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２

の１件です。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

が１件です。面積は、田 １，６６９．００㎡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、議長は協議・依頼事項に従い、下記の通り議案を上程 

 

１ 農地法第３条の下限面積（別段の面積）の設定について 



 

 上記議題について、岡田係長から次のとおり説明があった。 

 

  次第の次のページですが、１ページ、資料１をご覧下さい。 

  農地法第３条の許可を受けて農地の権利を取得しようとする場合には、原則とし

て、権利取得後の農地の経営面積の合計が５０a以上となることが必要です。これ

は下限面積と呼ばれていますが、農業委員会は農地法施行規則第１７条に定める基

準の範囲内であれば、別段の面積を定めること、つまり引き下げることもできます。 

そして、「農業委員会の適正な事務実施」の一環として、毎年、この別段の面積

を定めるかどうかについては、農地法施行規則第１７条に定める基準に従って検討

をし、理由を付けて農業委員会の会議に諮り、最終的に下限面積を決定した上でこ

れを公表することとされていますので、このたびの議題といたしました。 

そこでまず、農地法施行規則第１７条第１項に定める基準、これは主に、その地

域における農家の平均的な経営規模が小さいかどうかという点に着目した基準で

すが、これに従って検討した結果としては、「現行の下限面積５０a の変更は行わ

ない」のが妥当と考えます。 

理由といたしましては、まず、現状で最新の調査時点である２０１５年の農林業セ

ンサスの数値では、市内の農家で３０a未満の経営規模農家数が全農家数の４割を

超えていますので、この数字だけで見れば、基準上は別段の面積を３０aまで引き

下げることも可能です。しかし、その一方で５０aを超える経営規模農家数も同様

に４割を超えていますので、本市内の農家の平均的な経営規模を考えた場合には、

決して小さいとは言えないためです。 

さらに、本市では農業振興地域整備計画等において、効率的かつ安定的な農家への

農地の利用集積を推進しており、実際に年々利用集積率も増えている現状があります。

これを考えますと、別段の面積を設定し、下限面積を引き下げると小規模農家を増加

させ、農地の利用集積に支障を生じさせるおそれがあるためです。また、ほかにも弊

害として、農地取得の要件が緩和されることで転用目的での農地取得を誘発すること

も考えられます。 

続いて、同条第２項に定める基準、これは、農地が効率的に利用されているかどう

かという点に着目した基準といえますが、これに従って検討した結果としては、同じ

く、「現行の下限面積５０aの変更は行わない」ものとします。理由といたしましては、

平成２９年度の農地法第３０条の規定に基づく利用状況調査（農地パトロール）の結

果によりますと、草ばえ農地の率は約０．０８％と非常に低い状況にありますので、

別段の面積を定めて、つまり農地法上の要件を緩和してまで利用の促進を図る必要性

に欠けていると考えられるためです。 

以上のことから、本市における農地法第３条の下限面積については、原則どおり５

０ａとするのが適当であると考えます。 

この件につきましては、以上でございます。 

 



議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

２ 生産緑地の買取希望者の調査依頼について 

  

上記議題について、岡田係長から次のとおり説明があった。 

 

２ページ、資料２をご覧ください。市の都市計画課に買取り申出のあった生産緑地

につきまして、都市計画課から関係機関などへ買取希望の照会を行った結果、買取り

の希望がありませんでしたので、生産緑地法の規定に基づきまして、農業委員会に買

取希望者の調査についての依頼がございました。そこで、営農を希望される方が取得

できるよう、調査のご協力をお願いします。 

申出地は桜井町の区画整理事業施工区域内の仮換地３筆で、面積は計１，７２８．

００㎡です。買取希望単価は㎡当たり１９万円と伺っておりますので、総額としては

３億２千８００万円余でございます。 

なお、３ページ及び４ページは土地の位置図となっておりますので、参考にしてい

ただくとともに、買取り希望者がいらっしゃいましたら来月の農業委員会までに事務

局へお聞かせ願います。 

この件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、連絡・報告事項について、岡田係長から次のとおり説明があった。 

 

 連絡・報告事項ですが、まず、「１ 粘土採掘場の現地調査について」ということで

ございまして資料３の５ページをご覧下さい。 

 この現地調査は、粘土採掘現場における事故防止や、適切な現場管理が行われてい

るかなどを確認することを目的としまして、春と秋の年に２回実施しているものです。 

今回の調査日時は、平成３０年６月８日金曜日、午後１時半から４時半までの予定

でございます。調査の箇所数としましては、５月７日現在での状況ですが、市内全域

の１２箇所で、総面積は６４，３１７．００㎡でございます。 

 そして、今回、農地利用最適化推進委員の中からご参加いただくのは、日下賢治推

進委員、神谷幸久推進委員、神谷誠推進委員、太田俊夫推進委員の４名で、ほかに県

農政課、県廃棄物対策課、安城警察署、明治用水土地改良区、西三河粘土協同組合及

び市役所関係各課の職員が参加をし、４班に分かれて調査をいたします。 

 調査事項は、危険防止対策の有無、道路・水路の保全状況、産業廃棄物の不法投棄

の有無等でございます。 

 現地調査の終了後は、調査結果をもとに意見交換会を行いまして、問題があった場

合には、施工事業者に是正を求めていくことになります。 

 また、今回の調査結果につきましては、来月の農業委員会で報告させていただきま



す。 

続きまして「２ 全国農業委員会会長大会及び研修会」について説明させていただ

きます。 

５月３０日水曜日及び３１日木曜日に、全国農業委員会会長大会が東京都文京シビッ

クホールで開催されますので、会長にご出席いただき、事務局は私岡田が随行させて

いただきます。また、同日に地元選出国会議員等との意見交換を行い、翌日には現地

研修会が予定されております。 

次に、「３ 農業委員会会長・事務局長会議」でございますが、６月１４日木曜日に

名古屋で開催されますので、会長にご出席いただくとともに、事務局課長が随行をさ

せていただきます。 

続いて、「４ 配付物」でございますが、今月はのうねん５月号をお手元に配付しま

したので、ご活用ください。 

最後に、「５ 次回予定」でございますが、６月２２日金曜日午後１時３０分から第

９会議室において運営委員会、午後２時３０分から第１０会議室において定例会、午

後３時３０分から第１０会議室におきまして研修会を実施する予定でございます。 

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 

 

午後３時９分、議長は閉会を宣する。 

 

 

 

 


