
 

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 平成３０年６月２２日（金） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時１１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 

 

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 

 

 

２ 柴田 孝敏 委員 

３ 太田 千尋 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 ２ 柴田 孝敏 委員 ３ 太田 千尋 委員 

 また、欠席者は ２４ 本多 茂 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２６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２６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２５から２７までの計３件です。申請内容は、売買

が３件です。譲受人又は借受人の理由は、耕作している農地の隣地であり、効率よ

く耕作ができるためが１件、農業経営規模の拡大を図るためが２件です。  

譲渡人又は貸渡人の理由は、相続経費が必要なためが１件、労力不足による経営縮

小のためが１件、相手方の要望によるためが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２，１４７．００㎡、畑５１７．００㎡、合計２，６

６４．００㎡ 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２７号議案 農地法第４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。 

 

 それでは、日程第２第２７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９から１２までの４件です。転用目的は、太陽光発電所

が１件、農業用倉庫が１件、墓地が１件、自己用住宅が１件です。申請面積は田が



４１９．００㎡、畑１，２４２．００㎡、合計で１，６６１．００㎡の転用になり

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２８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３第２８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７７から１０２までの２６件です。転用行為別に見ます

と、分家住宅が１７件、倉庫兼事務所が１件、グラウンドが１件、車両置場が１件、

自己用住宅が２件、駐車場が１件、墓地が１件、工場が１件、粘土採掘場が 1件で

す。面積につきましては、田１８，５０９．００㎡、畑７，４５１.５３㎡、合計２

５，９６０.５３㎡です。 

 

  今回の説明案件は農地法５条申請の受付番号７８です。 

申請日は平成３０年６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。 

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。 

事業計画の内容は、賃借人が、業務拡大のため、賃貸人の所有する農地を転用し、

物流倉庫兼事務所を建築するものです。事業期間につきましては、平成３０年８月

より着工し、平成３１年７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、隣接に農地は残りませんが、敷地境

界に擁壁及びコンクリートブロックを設置し、隣地への影響を防ぐ計画になってい

ます。 

排水対策について、汚水・雑排水は合併浄化槽で浄化、雨水については、集水マ

スにて集水後、地下貯留浸透施設及び油水分離槽を経由して流量調整のうえ南東に

ある水路につなぎ、悪水路を通って追田川に放流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



に違反転用等を行ったことはなく、必要な資金についても決算書にて確認しており

問題ないと判断しております。 

説明案件を含む４条、５条申請あわせて計３０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き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、説明案件のほか５条申請 受付番号

８０、８１、１０１及び１０２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、６月１５日金曜日に加藤まさ

江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２９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 

  

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４第２９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及び４の２件です。買取申出の事由は、死亡により

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１，３２１．００㎡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 報告第６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６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１５の１件です。転用行為別にみますと、駐車場の設置

が１件です。面積は、田、４０９．００㎡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５１から６０までの１０件です。転用行為別に見ますと、

住宅の建築が７件、分譲宅地用地が１件、分譲住宅の建築が１件、共同住宅の建築

が１件です。面積は、田、１，４８５．００㎡、畑、１,２６６．００㎡の合計２，

７５１．００㎡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１１５から１２５までの１１件です。 

解約事由別にみますと、転用するためが５件、自作するためが２件、売却するため

が３件、労力不足のためが１件です。面積は、田 １９，１９７．００㎡となって

おります。 

続きまして、農地法第４条の確認願についてご説明申し上げます。 

  今回の申請は、受付番号１の１件です。転用の事由としましては、農業用倉庫の

建築が１件です。面積は、田１９５．００㎡となっております。 

 最後に、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４の１件です。取消の事由としましては、建築計画の見直

しのためが１件です。面積は、田２９６．００㎡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 農業委員会の適正な事務実施通知に基づく「平成２９年度活動点検・評価及び平

成３０年度目標・活動計画（案）」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。 

 

  それでは定例会の資料を開いていただいて、１ページ、資料１をご覧下さい。 

  これは、「農業委員会の適正な事務実施について」という国からの通知を受けまし

て、すべての農業委員会で統一された様式により「目標と活動計画」を定めて取り

組むものでございます。 

  そして今回は、昨年度の活動の点検・評価と今年度の活動計画の素案をそれぞれ

事務局で作成しましたので、先月の運営委員会での審議を経まして、この定例会で

お諮りをさせていただくものです。 

  では内容ですが、まず、平成２９年度の点検・評価（案）については、１ページ

から８ページにわたって記載してございます。 

  まず、１ページは、本市の農業の概要と本農業委員会の体制が各種統計資料など

に基づいて記載してございますが、細かい説明については省略させていただきます。 

 続いて、２ページの「Ⅱ 担い手への農地の利用集積・集約化」については「１ 



現状及び課題」で平成２８年度末時点での実績を記載しており、その下に「２」で、

平成２９年度の目標及び実績」が記載してございます。目標に対する達成率は１００．

１％でありましたので、目標設定そのもの及び、３のその達成に向けた活動に対する

評価は、４のとおり妥当としております。 

続いて、３ページのⅢは、「新たに農業経営を営もうとする者の参入促進」でござい

ますが、「１ 現状及び課題」では、平成２６年度から２８年度までの新規参入者数及

びその者が取得した農地面積の実積などが記載してあり、その下には「２」で、平成

２９年度の目標及び実積」が記載してございます。目標に対する達成率としましては、

参入者数が１３３．３％、取得面積が２６６．７％と、いずれも１００％を上回って

いますので、こちらの項目についても目標設定及び、３のその達成に向けた活動に対

する評価は、４のとおり妥当としております。 

 次に４ページの「Ⅳ 遊休農地に関する措置に関する評価」でございますが、本市

には農地法などの運用の基準でいうところの遊休農地に該当するものはございません

ので、解消目標、達成状況のいずれも設定しておりません。しかし、このこととは別

に、農地パトロールの実施によって、遊休農地化につながるような、つまり遊休農地

の一歩手前の草ばえ農地等を把握し、速やかに解消していくような取り組みは行いま

したので、４の評価では、目標は適正とした上で、活動については、草ばえ農地等の

所有者に指導できたという点において妥当であったといたしました。 

 続いて５ページの「Ⅴ 違反転用への適正な対応」は、前年度と比べて残念ながら

総面積が０．７ｈａ増加してしまいましたが、委員の皆様に農地パトロールを行って

いただき、違反転用地の所有者に文書指導を行いましたので、違反転用の減少には至

らなかったものの、活動に対する評価は妥当とさせていただきました。 

 続いて６ページには、農地法第３条の許可事務や農地転用に関する事務の実績を、

次の７ページには、農地所有適格法人の報告、農地の賃借料等などの情報提供の実績

を統計資料などに基づいて記載してございます。 

 次に８ページの中段ですが、「Ⅷ 事務の実施状況の公表等」では、農業委員会の議

事録やこの活動点検・評価の公表はＨＰで行っておりますので、そのような旨が記載

してあります。 

 続きまして、９ページからは今年度の活動計画でございます。 

１０ページをご覧いただきまして、上段の「Ⅱ 担い手への農地の利用集積・集約化」

の、２の平成３０年度の目標設定の考え方としましては、過去の実績から見て年間の

集積率の増加を１．５％と設定しております。 

 次に「Ⅲ 新たな農業経営を営もうとする者の参入促進」ですが、２の平成３０年

度の新規参入目標の設定に当たりまして、把握できる限りの親元就農を除く「新規就

農者」、「認定新規就農者」、「新規認定農業者」等の過去３年間の実績を確認したとこ

ろ、新規参入者は年間３～４経営体で、新規取得農地面積はばらつきがあるものの０．

２ｈａ程度であることが多いため、参入者数の目標としては「３経営体」とし、面積

としては１経営体当たり０．１ｈａと見て「０．３ｈａ」といたしました。 

 続いて、１１ページ上段の「Ⅳ 遊休農地に関する措置」につきましては、今年度



も遊休農地の発生は見込んでおりませんので、「遊休農地の解消面積目標」も設定して

おりません。 

 次にその下の「Ⅴ 違反転用への適正な対応」は、解消目標の項目は元々様式中に

ございませんので、活動計画としては「農地パトロールを実施し、違反転用の早期発

見・是正指導を行う」としております。 

 内容については以上でございますが、本日ご承認をいただきましたら、６月中に市

の公式ウェブサイトで公開をし、７月中に県へ提出したいと考えております。 

 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。 

 

２ 粘土採掘場の現地調査結果について 

  

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。 

 

私からは「２ 粘土採掘場の現地調査結果」について説明させていただきます。粘

土採掘場の現地調査結果についてご覧ください。 

開催日時は平成３０年６月８日金曜日、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１２箇所、総面積は６４，３１７．００㎡です。 

調査員は、農地利用最適化推進委員４名、県の農政課、廃棄物対策課や西三河の粘

土組合、関係部署のあわせて１９名で４班に分かれて現場を調査しました。 

調査の結果につきましては、５（２）及び１３ページに記載してありますが、雨水・

排水対策が不十分であったところが２件、危険防止柵が破れていたというところでの

不備が１件、採掘場内の除草管理が不十分であったところが２件、その他といたしま

しては、鉄板の不適切な使用、つまり許可を得ずに道路に敷いていたという案件が１

件、合計６件の指導内容になっております。 

これらの内容は、各施工業者に対し、６月１９日付け文書にて指導をいたしまして、

７月１７日までの是正を求めています。 

以上で報告を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、次のとおり意見があった。 

 

〇日下 賢治 推進委員 

  

 今回の粘土採掘場の現地調査の調査員でありましたけども、たまたま私も運営委

員をやっている関係で４人の推進委員さんの代表で一言感想を述べさせていただき

たいと思います。全体としては概ね良好でしたが、指摘事項もそれぞれ１、２点ご

ざいました。それは今、事務局が説明したとおりです。全体では良好でしたので報



告させていただきます。以上です。 

 

再度議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

３ 除外申出に係る２７号計画の策定について 

 

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。 

 

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。「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るものは、この後の４番

の議事「農用地利用計画変更申出」にも関連いたしますが、先月５月２１日付で農業委

員会に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

水利事業の対象地となっております。 

こ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であり、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ておりま

す。ただ、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ることができれば、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、駐車場及び資材置場ですが、農用地区域内の周辺部であ

り、既存集落等に接続しており、優良農地の保全を図るための計画的な土地利用であり、

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、よろしくお願いいたします。 
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４ 農用地利用計画変更申出について 

 

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。 

 

農用地利用計画変更申出についてご説明させていただきます。「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３０年５月２１日付けにて申出のありました農用地利用計画の変更申出、

いわゆる除外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１４件で、面積にいたしまして、１



６，０７１.００㎡です。 

除外の目的別に見ますと、分家住宅等の建築が５件、駐車場用地が２件、資材置場

が１件、その他が６件となっています。 

また、「その他 ６件」の内訳といたしましては、駐車場及び資材置場、店舗及び駐

車場、携帯電話用無線基地局などとなっています。詳細につきましては、次ページの

状況調書をご確認ください。 

なお、現地調査につきましては、農地転用の現地調査と同様に６月１５日金曜日に、

加藤まさ江委員と、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。 
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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、総会についてでございますが、本日行いました事前

の抽選には、ご協力をいただきましてありがとうございました。 

引いていただいた抽選用紙につきましては、会議終了後に集めさせていただきますの

で、氏名を記載の上、机の上に置いてお帰りくださいますようお願いします。 

次回、７月の農業委員会では定例会の前に総会を開催いたします。ここではまず、

本日の事前抽選の結果を基に委員の皆様の次の１年間の配席を決定してまいります。

そして次に、農地利用最適化推進委員の区域代表者、つまり運営委員の方を選出して

いただくことになりますので、よろしくお願いします。 

なお、この件に関しまして、本日の研修会までの日程終了後に事務局から協議をさ

せていただきたいことがございます。事前にお願いをしていない方もいらっしゃいま

すので大変申し訳ありませんが、団体推薦以外の推進委員の方は全員、この後の予定

に支障がない限り、この場にお残りいただきますようお願いします。 

続きまして、愛知県農業会議通常総会でございますが、６月２７日水曜日に名古屋

市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。 

次に配付物でございますが、安城市職員名簿をお手元に配付しましたので、ご活用

ください。 

最後に、次回予定でございます。 

次回は７月２３日月曜日午後２時から第９会議室におきまして運営 委員会を、午

後３時から第１０会議室にて総会、午後３時３０分から第１０会議室にて定例会、午

後４時３０分から第１０会議室にて研修会を行いまして、午後５時３０分からすず岡

にて懇親会を行う予定でございます。 

 



 連絡・報告事項については、以上でございます。 
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午後３時１１分、議長は閉会を宣する。 

 

 

 

 


