
 

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８月２３日（水） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時２０分 

会   場  大会議室 

 

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 

 

７  近藤 正広 委員 

２８ 中田 晴久 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 

 

 

６ 黒柳 幹保 委員 

８ 浅井 清幸 委員 

 

 



会議の記録会議の記録会議の記録会議の記録    

 

 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 ６ 黒柳 幹保 委員 ８ 浅井 清幸 委員 

 また、欠席者は、７ 近藤 正広 委員 ２８ 中田 晴久 推進委員 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 生産緑地の買取希望者の調査結果について 

 

 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。 

 

１ページ、資料１をご覧ください。先月の定例会におきまして、生産緑地法に基

づき買取申し出のありました土地１件につきまして、営農を希望される方が取得で

きるよう、買取希望者の調査をお願いさせていただきました。申出地の所在は２ペ

ージの位置図のとおり、今池町三丁目地内の１か所２筆で、面積は１，６２１㎡で

ございます。調査の結果、買取り希望をされる方がお見えになりましたら、お教え

いただきいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

この件につきましては、以上です。 

 

  議長が諮ったところ、買取希望者はいなかった。 

 

２ 農業委員・農地利用最適化推進委員等の公務災害補償制度の加入について 

 

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。 

 

まず始めに４ページをご覧ください。「１の制度のあらまし」でございますが、

この保険制度は全国農業会議所を保険契約者といたしまして、農業委員等を被保険

者とする団体契約でございます。農業委員等が公務従事中に急激かつ偶然な外来の

事故によって、死亡または入院、通院した場合等に保険金を支払う制度です。当然

のことながら、皆様は非常勤特別職の地方公務員でございますので、公務従事中の

事故や怪我については、通常の公務員同様に公務災害が適用されますが、この保険

は万が一の際にプラスアルファで補償を受けるためのものでございます。「３の保

険期間」でございますが、毎年１０月１日から１年間で、委員等個人の活動日のみ

が補償の対象となります。「４の保険料」については、農業委員・農地利用最適化

推進委員様はＡ型からＣ型までの３タイプがございます。平均活動日数が３０日の

場合で、年間で１口１，０００円からとなっております。 



ここで、お手元の資料３ページにお戻りください。農業委員または農地利用最適

化推進委員様によって、平均活動日数に差があることと存じますが、今年度につき

ましても、昨年度と同額の保険料といたしまして、平均活動日数が３０日のＡ型を

２口加入したいと存じます。その場合、万が一の死亡の場合は８６０万円、入院は

日額９，０００円、通院は日額７，０００円で昨年と同額となっております。 

なお、保険料につきましては、皆様の親睦会の積立金の中からお支払いさせてい

ただきたいと存じますので、別に徴収はいたしません。いずれにしてもあっては困

りますが、万が一の保険でございますので、全員加入にご理解をよろしくお願いし

たいと思います。 

この件についての説明は、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。 

 

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。 

 

  連絡事項につきましては本日６つございます。まず一つ目の農地パトロール（利

用状況調査）についてでございますが、現在、大変お忙しい中また大変お暑い中農

地パトロールをしていただいていると存じますが、ご協力いただきまして誠にあり

がとうございます。遊休農地の指導に関する意見書、地図及び調査日報告書を今月

末８月３１日木曜日までに事務局に提出していただきますようよろしくお願いいた

します。なお、本日お持ちいただいている方で、まだ提出されていない方は、委員

会終了後、事務局までご提出いただければと思います。 

続きまして二つ目でございますが、９月１２日火曜日に知立市で「農業委員・農

地利用最適化推進委員研修会」が開催されます。当日は市のマイクロバス２台で送

迎させていただきますので、午後０時３０分にさくら庁舎（旧婦人会館）前の駐車

場までお越しください。 

なお、農業委員会開催通知に同封させていただきました出欠席のご報告をまだい

ただいていない方は、農業委員会終了後に事務局まで提出をお願いいたします。 

続きまして三つ目でございますが、農業委員会視察研修日程につきましてでござ

いますが、本日の運営委員会におきまして、運営委員会の中で日程を決めさせてい

ただきました。日にちは１０月３１日火曜日、１１月１日水曜日の２日間で実施す

ることに決定いたしましたので、まずもって皆様にご報告申し上げます。ご予定を

お願いしたいと思います。視察先につきましては、関西方面を考えておりますが、

運営委員会においていくつかの案をお示しさせていただきましたが、本市農業委員

会も新体制になりまして４０人を超える大所帯になってございますので、希望の視

察先で受け入れていただけるかどうか分かりません。したがいまして、視察先につ

きましては、最終的に会長と会長職務代理者と事務局で協議させていただいた上で、

事務局に一任とさせていただきまして受け入れていただけるところで決定させてい

ただいたいと存じます。ご理解いただきますようお願い申し上げます。また、視察

先につきましては決定次第また皆様に報告申し上げます。もう一度視察の予定日を



繰り返させていただきます平成２９年１０月３１日火曜日、翌１１月１日の水曜日、

この２日間でございます。よろしくお願いいたします。 

連絡事項四つ目でございますが、ふれあい田んぼアート２０１７につきましては、

お手元にチラシをお配りしております。５月２０日にデンパーク付近の和泉町地内

の田んぼで田植えをいたしまして、来月９月１６日土曜日に収穫祭として稲刈りの

イベントを行います。農業委員及び推進委員の皆様にもぜひご参加いただきますよ

うお願い申し上げます。 

続きまして五つ目でございますが、本日の配付物といたしまして、先月の総会終

了後に撮影いたしました第２３期農業委員の全体写真ができあがりましたので、今

回、氏名を記載した写真配列図もお付けいたしましてお手元に配布させていただい

ております。３年間一緒に活動するメンバーですので顔と名前を覚えるためにもご

活用いただければと思います。また、もう１つこちらも先月の研修会でお配りいた

しております「農業委員及び農地利用最適化推進委員の手引き」紙のファイルに綴

ってお渡ししたものがございますが、その中にございました、農業委員及び農地利

用最適化推進委員の名簿でございますが、７月の時に皆様からご提出いただきまし

た履歴書から新たに判明した項目、主にＦＡＸ番号でございますがそれを追加した

ものを本日改めてお配りさせていただきましたので、差し替えをお願いしたいと思

います。そして、差し替えいたしますと古い名簿は不用となりますが、この名簿に

つきましては個人情報が当然記載されておりますので、安易に処分されませんよう

お願い申し上げます。したがいまして古い名簿が不用となりまして処分されたい方

は、お手数ではございますが、次回の農業委員会のときに事務局までご返却いただ

ければと思います。ただし現在のこの手引きに綴られている農業委員・推進委員の

名簿は裏面に別の資料が印刷されていますので、そのままお持ちいただいても結構

です。 

六つ目でございますが、親睦会の８月分積立額ということで、先月、積立金の額

を毎月定額の５，０００円ということで、皆さんに決定していただきましたが、７

月と８月５，０００円ずつの積立では、先月の農業委員会終了後に行いました顔合

わせ会の支払いと先ほど説明しました「公務災害補償保険」の保険料を支出するに

あたりまして不足が生じますので、８月分の積立額に限りまして１万円とさせてい

ただきましたので、事後報告で申し訳ありませんがご了承いただきますようお願い

申し上げます。 

最後に次回予定でございますが、運営委員会及び定例会はアンフォーレで行いま

すので、会場をお間違えのないようお願い申し上げます。なお、駐車場につきまし

ては、アンフォーレに併設されております「ナビパーク安城アンフォーレ駐車場」、

「安城駅西駐車場」、市役所前の「市役所立体駐車場」等がございますが、いずれ

も２時間までは無料でございますが、２時間を超えますと３０分ごとに１００円の

料金がかかりますのでご注意いただければと思います。ちなみに、市役所本庁舎前

駐車場や安城公園駐車場、さくら庁舎前駐車場は無料でご利用いただけます。日時

といたしましては、９月２２日金曜日午後１時３０分よりアンフォーレ控室兼会議



室１にて運営委員会、同じく午後２時３０分よりアンフォーレホールにて定例会を

開催いたします。 

  連絡事項については、以上でございます。 

 

  説明に続き、議長からも「農業委員・農地利用最適化推進委員研修会」への委員

の参加を依頼した。 

  

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。 

 

○ 石川 和宏 推進委員 

  駐車場の料金ですが、２時間を超えた分は自分で支払うのですね。 

  

 ○ 島田 課長補佐 

  はい、そのとおりでございます。 

 

○ 柴田 鉃夫 推進委員 

研修会の件で、これは毎年同じ時期にやっているのではないか。忙しいならこの

時期にやらなければいいのではないか。 

 

 ○ 島田 課長補佐 

この研修会は愛知県の農業会議が主催となっております。ご意見は農業会議へお

伝えします。 

  

 ○ 島田 課長補佐 

  追加の連絡事項をさせていただきます。来月のアンフォーレでの開催の際、駐車

券は必ず会場までお持ちください。処理をしないと２時間無料になりません。ご注

意ください。 

 

 

  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３４号議案 農地法第３条の規定による申請について ２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３４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３２から３３までの計２件です。 

申請内容は、売買が２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 ２件です。譲渡人の理由は、相手方の要望によるためが１件、耕地遠隔等耕作

不便のためが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９８１㎡、畑３７７㎡、合計１，３５８㎡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３５号議案 農地法第４条の規定による申請について １件 

□ 日程第３ 第３６号議案 農地法第５条の規定による申請について １５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３５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４条申請の申請は、受付番号９の１件です。 

転用行為の目的は、農業用倉庫が１件です。申請面積は、田３３８㎡です。 

続きまして日程第３第３６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８４から９８までの１５件です。転用行為別に見ますと、

駐車場が３件、分家住宅が８件、通路が１件、仮設事務所及び駐車場が１件、粘土

採掘場が２件です。面積につきましては、田１４，６４３．４５㎡、畑１，１４３

㎡、合計１５，７８６．４５㎡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９７です。申請日は

平成２９年８月７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

一時転用で、申請人、申請地、農地区分及び許可基準については、別でお配りした

資料１及び資料２のとおりです。 

事業計画の内容は、譲受人が、譲渡人の所有する田に賃借権を設定し、粘土採掘

場として一時転用するものです。事業期間につきましては、平成２９年１０月１日

より着工し、翌平成３０年９月３０日まで利用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。安城市粘

土採掘及び砂利採取等行為に関する要綱に基づいて隣地との境界から、２．０メー

トルの保安距離をとり、安定勾配にて、最大１０メートルの深さまで採掘する計画

となっています。周囲を高さ１．５ｍのフェンスで囲い、雨水や採掘により発生す

る地下水に関しましては、ポンプアップし、沈砂槽を設け充分に沈泥させてから上

澄みを南側の排水路に排出する計画になっています。 



利用期間終了後は農地復元計画に基づいて、埋め戻しは申請地から採取される粘

土以外の良質土を使用し、刈谷市南桜町から発生する残土とあわせて適宜転圧をか

け、作土についても採掘前と同じ厚さの作土を戻すこととなっております。 

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全て自己資金でま

かなう計画となっており、その点についても法人の決算書等を確認し、問題ないと

考えております。 

  説明案件を含めて４条申請及び５条申請合わせて１６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、説明案件の他は、受付番号８４及

び９８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、８月１６日水曜日に浅井清

幸委員と太田良子委員に同行していただき、現地にて申請書類と農地区分やその他

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３７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４第３７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１７から１８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６，５２２㎡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 第３８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５第３８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の集計表」をご覧ください。この利用集積計

画は、農地中間管理事業による農地の貸し付けをおこなうために、まず農地所有者

から農地中間管理機構である公益財団法人愛知県農業振興基金に賃借権等の設定を

おこなうために作成するものです。 

対象者、設定する土地、及び設定する期間はご覧のとおりとなっています。一番

下の行を見ていただきますと合計が記載されております。 

  今回、農地中間管理機構に権利を設定する農地は、合計１５７筆、面積が２６２，

５２９㎡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、市長名で計画の公告をさせていただきます。 

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６ 第３９号議案 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条の規定

による農用地利用配分計画案について 

 

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３９号議案、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条の規定に

よる農用地利用配分計画案についてご説明申し上げます。 

  「平成２９年度農用地利用配分計画案の集計表（新規）」をご覧ください。農用地

利用配分計画は農地中間管理機構が所有者から借り受けた農地を耕作者に貸し付け

るために農地中間管理機構が作成する計画です。市は農地中間管理機構からの依頼

を受けこの配分計画の案を作成することになっており、農地中間管理事業の推進に

関する法律第１９条の規程ではこの案を作成するにあたり必要があると認めるとき

は農業委員会の意見を聞くものとするとされておりますのでご審議をお願いいたし

ます。 



対象者、設定する土地及び設定する期間はご覧のとおりとなっております。集計表

の１番下を見ていただきますと合計が記載されております。 

今回、農地中間管理機構から耕作者へ貸し付ける農地の面積の合計は１５７筆、

面積が２６２，５２９㎡となっております。先ほどの農用地利用集積計画により農

地中間管理機構が所有者から借り受けた農地の合計とまったく同じとなっておりま

す。農地中間管理機構が借り受けた農地をすべて耕作者に貸付けることになってお

ります。本日、農用地利用配分計画案の内容についてご了承いただけましたら農地

中間管理機構に提出さ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７ 報告第８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８号専決処分についてご報告いたします。 

  始めに、農地法第３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３１の１件です。申請内容は、売買です。譲受人の理由

は、農業経営規模の拡大を図るためです。譲渡人の理由は、競売によるためです。

面積は、田１，１２２㎡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５６から６１までの６件です。転用行為別にみますと、

住宅の建築が４件、分譲宅地用地が１件、宅地用地が１件です。面積は、田５３３．

００㎡、畑９９３．０６㎡の合計 １，５２６．０６㎡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７３から８１までの９件です。解約事由別にみますと、

転用するためが２件、売却するためが３件、転用及び自作するためが２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９，４１１．３４㎡となっ

ております。 

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５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ヶ月延長するためです。面積は、田５，０１４㎡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５か

ら６までの２件です。改良の種別は、田畑転換が２件です。面積は、田５０４㎡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２０分、議長は閉会を宣する。 


