
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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７月２４日（月） 

 開会 午後３時００分 

 閉会 午後３時４２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               ２８名 

 

なし 

 

 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 

 

 

４ 鈴木 貴士 委員 

５ 加藤 まさ江 委員 

 

 



会議の記録会議の記録会議の記録会議の記録    

 

 午後３時、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 ４ 鈴木 貴士 委員 ５ 加藤 まさ江 委員 

 また、欠席者は、なし と報告 

 

 続いて、議長は協議事項に従い、下記の通り議案を上程 

 

１ 農地パトロール（利用状況調査）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。 

 

資料１の１ページをご覧ください。農地パトロールについてご説明させていただき

ます。農地パトロールの具体的な業務フローや方法につきましては、この後に予定を

しています、研修会の中で説明させていただきますので、本説明では、農地パトロー

ルを行う目的と簡単なスケジュールをご説明申し上げます。 

はじめに、農地パトロールの目的でございますが、優良農地の確保とその有効利用

の促進を図っていくために行うものでございます。また、改正農地法において、農地

の権利を有する者は、その適正かつ効率的な利用を確保しなければならない旨の責務

規定が設けられたことに加え、農業委員会として、農地の利用状況調査を行うことが

義務付けられております。このため、農地パトロールを利用状況調査と位置づけ、遊

休農地の実態把握と発生防止、解消対策、農地の違反転用の早期発見、防止対策等に

ついて重点的に取り組みます。 

続きまして、実施の対象でございますが、遊休農地にきましては、農地法第３０条

の規定に基づき、市内のすべての農地を対象に利用状況調査を実施し、過去１年以上

作物の栽培が行われておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる

農地、農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比べて著し

く劣っていると認められる農地の所有者に対し、農地の農業上の利用の増進を図るた



め必要な指導を行います。次に、違反転用農地につきましては、市内の農業振興地域

内の農用地を対象に実施いたします。具体的には無許可の事業用等建築物と１，００

０平方メートル以上の駐車場や資材置場等更地の農地所有者に対し、指導を行います。

特に、建物の建っている場合は都市計画法の違反でもあり、悪質なため、面積を問わ

ず、農用地のすべてが指導の対象となります。 

 続きまして、簡単なスケジュールにつきましてご説明申し上げます。本委員会から、

新農業委員会制度に移行して初めての農地パトロールになります。まず農業委員、農

地利用最適化推進委員の皆様には８月の初旬から末までにかけまして、安城市内の全

域の農地の状況を調査していただきます。その後、委員の皆様からいただいた報告を

基に、９月の上旬ごろに事務局で現地調査を行います。事務局で行った現地調査の結

果を、９月開催の農業委員会にて皆様に報告させていただきます。皆様からの同意が

得られましたら、１０月２日付けで指導文書を送付させていただく予定です。その後

１ヶ月ほど是正期間を置き、１１月の初旬から委員の皆様に現地確認と合わせて、未

だ改善されていない農地所有者に対しまして、是正指導をしていただきます。その結

果を１１月開催の農業委員会にて報告していただき、その報告を基に再度事務局で現

地調査を行います。現地調査の結果、未改善農地と違反転用農地につきまして、１２

月の農業委員会にて、皆様に最終報告をさせていただくという形になります。 

 ここまでが農地パトロールの一連の流れとなりますが、農業委員様と農地利用最適

化推進委員様で行っていただく仕事に少し違いがございますので、その点につきまし

ては、後ほどの研修会で説明をさせていただく所存です。 

 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。 

 

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、島田課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

お手元の資料３ページから５ページまでをご覧ください。生産緑地の買取希望者

調の依頼ということでございますが、今回、市の都市計画課から調査の依頼が１件

ございました。生産緑地法に基づきまして買取申し出のありました土地について、

安城市及び関係機関への照会を行いましたが、希望がなかったため、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いたします。 

申出地の所在は今池町３丁目地内の１か所２筆で、面積は１，６２１平方メート

ルでございます。買取希望単価は、平方メートル単価で９万５千円と伺っておりま

す。なお位置図につきましては４ページ、詳細図につきましては５ページをご覧い

ただきたいと思います。 

来月の農業委員会で買取希望者の有無があったかどうかお聞かせ願います。 

この件に関しては以上です。 

 

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。 

 

１ 農業委員・農地利用最適化推進委員研修会について 

愛知県農業会議が主催で、毎年この時期に開催されております。ちなみに県内では

３箇所で行われます、この研修会は、この西三河会場につきましては、知多、西三河、

豊田・加茂地域の農業委員会が対象でございます。日時につきましてはこちらに記載

のとおり９月１２日火曜日、午後１時３０分から５時まで、場所につきましては知立

市文化会館でございます。なお、こちらまでの往復につきましては市の大型バスで送

迎いたします。皆様、ご予定をお願いいたします。 

詳細については、来月の定例会でお知らせさせていただきます。 

    

２ 農地パトロールの町内会への周知について 



先ほど担当から説明させていただきましたが、遊休農地及び違反転用農地の解消の

ため、農地パトロール実施のご協力をお願いいたします。農業委員会が農地パトロー

ルを行う際、現地立ち入りのご理解をいただくよう、町内会長あてに７月５日付けで

回覧の依頼をさせていただきまして、広報安城につきましては、８月１日号で記事を

掲載させていただきまして周知をさせていただきます。 

 

３ 全国農業新聞７月７日付け榊原会長職務代理者の記事掲載 

 ６ページの資料３をご覧ください。去る７月７日付けの全国農業新聞の「なでしこ」

のコーナーに、榊原会長職務代理者の、農業を始めるきっかけや今後の意気込みにつ

いて語っていらっしゃる記事が掲載されましたのでここでお知らせさせていただきま

す。 

また、皆さんご一読いただければと思います。 

４ 配付物でございますが、農業委員会が行う活動の一つに農業者年金の普及促進が

ございます。その農業者年金に関する情報誌が２か月ごとに発行されています。こち

らの方は公費の方で購入いたしまして、委員及び最適化推進委員の皆様にお配りいた

します。今回お手元にのうねん７月号が届きましたので配布させていただいておりま

すので農業者年金の普及促進にお役立ていただければと思います。 

 

５ 次回の予定でございますが、８月２２日火曜日午後１時３０分より災害対策本部

室にて運営委員会を開催いたしまして、その後午後２時３０分よりこちら第１０会議

室において農業委員会定例会を開催いたします。あと、次第にはございませんが7月分

の農業委員さん最適化推進委員さんの報酬につきましては先日開催いたしました研修

会の際にお話しましたとおり7月末日に指定口座にお支払をする予定でございます。ま

た、親睦会の会費につきましても本日の運営委員会で審議をさせていただきまして積

立額につきましては８月からはこれまでの１５，０００円から５，０００円減額させ

ていただきましてそれぞれの月の報酬から積立させていただくことで決定いたしまし



た。ただし、これまで２年目３年目に委員さん個人のお金で行っておりました視察研

修分の費用の積立分はこの５，０００円には含まれておりませんので２年目以降の視

察研修につきましては毎年実施するかも含めて協議していただきまして例えば積立額

の残額で可能な範囲で実施するだとかまたは、必要に応じて一時的に積立額を増加す

るなどして対応していくということで決定いたしましたのでご理解いただきますよう

お願い申し上げます。連絡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 

 

 

□ 日程第１ 第２９号議案 農地法第３条の規定による申請について ８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２９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２４から３０まで及び設７の計８件です。 

申請内容は、売買が６件、贈与が１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７件、排水管埋設のためが１件です。

譲渡人の理由は、高齢により耕作が困難なためが１件、相手方の要望によるためが６

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１０，７６５．００㎡、畑１．７１㎡、合計１０，７

６６．７１㎡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３０号議案 農地法第５条の規定による申請について  １２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。 

 

 よろしくお願いします。 

日程第２第３０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７２から８３までの１２件です。転用行為別に見ますと、

駐車場が２件、資材置場が２件、店舗が１件、分家住宅が７件です。 

申請面積は、田３，７７１㎡、畑３，４９４㎡ 合計７，２６５㎡です。 

それでは、説明案件に移ります。事前に送付した資料とは別でございますが本日、

皆様の机の上にＡ３の大きさの資料１と二つ折りになっている資料、そちらの案件に

ついてご説明をしていきたいと思います。 

今回の説明案件は受付番号７９です。申請日は平成２９年７月５日、同日農業委

員会受付となっております。使用貸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、資料１及び資料２のとおりです。 

事業計画の内容ですが、譲受人が、譲渡人の所有する田を転用し、分家住宅を建築

するものです。事業期間につきましては、平成２９年９月より着工し、平成３０年３

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、隣接農地との境界に鉄筋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。排水計画にきましてですが、汚水・雑排水

は下水道に、雨水については集水マスを設けて集水し、敷地東側の既設道路側溝に排

水するといった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の借り入れ

についての見込みもありまして、問題ないと判断しております。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。 

それから、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、都市計画法の建築許可や、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、こちらも問題ないと考えております。 

今回の説明案件を含む５条申請あわせて１２件ですが、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



未然に防止するといった計画となっております。建築許可申請等の他法令上の手続が

されていることを確認しております。 

そらから申請面積１，０００㎡以上の案件については、別でお配りしております、

受付番号７２並びに７５でございます。別添地図にて場所のご確認をお願いしたいと

思います。 

なお、今回の申請に関する現地調査につきましては、７月１８日火曜日に鳥居益夫

委員と石川和宏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３ 第３１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３第３１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１５から１６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。 

面積につきは、田１３，７９１㎡ 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３２号議案 農業経営基盤強化促進法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、古居専門主査から次のとおり説明があった。 

 

よろしくお願いします。 

 日程第４第３２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

集積計画についてご説明申し上げます。 

「平成２９年度農用地利用集積計画（畑・樹園地利用促進制度分）実施総括表、平



成２９年８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、新規設定の面積が、４０２㎡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、８月１５日付けで公告させていただきます。次の

ページは、実施総括表の明細でございます。明細表につきましては、ご確認いただい

て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。 

説明は以上になります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承 

 

 

□ 日程第５ 第３３号議案 農地利用集積円滑化事業規程の変更承認について 

 

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。 

 

よろしくお願いします。 

 日程第５第３３号議案、農地利用集積円滑化事業規程の変更承認についてご説明申

し上げます。 

農地利用集積円滑化事業規程とは、農地利用集積円滑化団体である、あいち中央農

協が、農地利用集積円滑化事業を実施するに当たり、農地の利用集積を行うための農

地の出し手と受け手の調整を行うために定める規程でございます。 

なお、農業経営基盤強化促進法第１１条の１１項第４項により、この事業規程に「農

地売買等事業に関する事項」の定めがある場合には、農業委員会の決定を経なければ

ならないとされております。このたび、７月５日付けであいち中央農協から変更承認

申請が提出されましたので、ご審議いただきたいと思います。 

まず、変更の理由ですが、平成２８年４月の農業協同組合法等の一部を改正する等

の法律の施行に伴い、農業委員会等に関する法律の記載に合わせて、規程の一部変更

を行うものでございます。 

変更内容としましては、新旧対照表のとおりでございますが、「県農業会議」を「都

道府県知事の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構」に変更するものでございま

す。 

本日、農業委員会の決議をいただきましたら、市がこの事業規程を承認する旨の公告

を行います。 

この件につきましての説明は、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 



 

 

□ 日程第６ 報告第７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。 

 

よろしくお願いいたします。 

日程第６報告第７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１１から１３までの３件です。転用行為別に見ますと、共

同住宅の建築が２件、住宅の建築が１件 です。面積は、畑７８０．００㎡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５２から５５までの４件です。転用行為別にみますと、住

宅の建築が３件、駐車場の設置が１件です。面積は、田１６７．００㎡、畑２０３．

００㎡の合計３７０．００㎡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６１から７２までの１２件です。解約事由別にみますと、

自作するためが３件、転用するためが４件、譲渡するためが１件、売却するためが４

件 です。面積は、田１５，６９５．００㎡、畑６９６．００㎡の合計１６，３９１．

００㎡となっております。 

続きまして、現況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５の１件です。 

申請地は、昭和４７年建年の居宅、昭和６２年建年の居宅及び昭和４９年建年の車

庫が建っており、現在も利用中です。面積は、畑１６３．００㎡となっております。 

続きまして、相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況についてご説明申し上げ

ます。 

今回の調査は、２４件です。現地調査の結果、免除対象予定地を農地として、もし

くは一部農業用倉庫として利用していました。面積は、田１６７，６５５．００㎡、

畑 １４，５２２．５６㎡の合計１８２，１７７．５６㎡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４２分、議長は閉会を宣する。 

 


