
 

 

 

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１０月２３日（月） 

 開会 午後２時００分 

 閉会 午後２時５２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                １３名 

法第１８条による委員数               ２６名 

 

７  近藤 正広 委員 １５ 神谷 誠 推進委員 

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 

 

 

１０ 長谷部 勇 委員 

１１ 林 茂樹 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００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 １０ 長谷部 勇 委員 １１ 林 茂樹 委員 

 また、欠席者は、７ 近藤 正広 委員 １５ 神谷 誠 推進委員 

２３ 稲垣 信彦 推進委員 と報告 

 

 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 デンパーク年間パスポートの購入について 

 

 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。 

 

１ページ、資料１をご覧ください。デンパーク年間パスポートの購入申込につき

ましては、今月の農業委員会開催通知に同封させていただきました。２期目以上の

委員及び推進委員の方は１１月末で有効期限が切れるため継続更新を、新たに農業

委員又は推進委員になられた方にも是非パスポートを購入していただきたく、お願

いをさせていただきます。 

デンパークは、「都市と農村との交流の場及び憩いと安らぎの場を市民に提供す

るとともに、農業を始めとする産業の振興に寄与する」ことをテーマに平成９年に

開園し、今年度は開園２０周年を迎えております。２ページをご覧ください。デン

パーク目標入場者数５５万人に対して、ここ数年は着実に入場者数が増加してきて

おりますが、目標達成には至っておりません。また、今年の９月末現在では、約２

６万１千人強と昨年に比べてかなり健闘しておりますが、ここ最近の天候不良によ

り入場者数が伸び悩んでおり、開園２０周年の今年度に目標が達成できるよう、委

員の皆様も年間パスポートをご購入いただき、ぜひ今後ともデンパークに足を運ん

でいただきたいと考えております。 

料金については、個人パスポートは２，４００円で、親睦会の積み立てから引き

落としさせていただき、家族パスポートの場合は、４，８００円ですので差額分と

して別途２，４００円を来月の農業委員会時に別途徴収させていただきます。なお、

家族パスポートは、本人様を含めて同居の家族４名まで登録でき、１人１枚ずつパ

スポートが発行されます。 

本日、すでに申込書をご提出いただいた方もおられると思いますが、まだ提出さ

れていない方は、本日の定例会終了後に事務局職員へお渡しください。また、事前

送付しましたこの申込書を本日お忘れになられた方は事務局に申し出てください。

パスポートは次回の農業委員会でお渡しする予定でございます。 

なお、本日の定例会後にデンパークの視察を行いますが、デンパーク館の研修室



においてデンパークの概要について、デンパークを管理運営する職員から説明をし

ていただきます。 

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・報告事項について、島田課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

はじめに、粘土採掘場の現地調査についてでございますが、３ページ資料２をご

覧ください。 

例年、春と秋にご協力をいただいております、粘土採掘場の現地調査につきまし

て、今回は１０月３０日月曜日に実施させていただきます。調査は、午後１時３０

分に北庁舎の西側の食堂棟談話室に集合していただいてから現地へと向かっていた

だきます。調査箇所数は１６箇所、面積は８６，９６１平方メートルでございます。

ご参加いただくのは、農地利用最適化推進委員の中から、今回は山本義幸推進委員、

日高広勝推進委員、杉浦泰昭推進委員、都築新一郎推進委員の４名、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

関係各課で、４班に分かれて調査していただきます。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

調査終了後、調査結果をもとに意見交換会を行います。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、農業委員会視察研修についてでございます。４ページ資料３をご覧

ください。 

視察概要につきまして、期間は平成２９年１０月３１日火曜日から１１月１日水

曜日までの１泊２日でございます。視察先は、１０月３１日に京都府京丹後市農業

委員会へ、１１月１日に京都府農林水産技術センター丹後農業研究所を視察いたし

ます。本日、京丹後市農業委員会視察のための資料として、安城市及び京丹後市の

基礎資料を用意いたしましたので、本日お持ち帰りいただきまして、事前に目を通

しておいてください。そしてこの資料は、視察研修時にお持ちいただきますようよ

ろしくお願いします。 

なお、この基礎資料は視察に参加できない方にもお配りしておりますので、同様

に目を通していただきまして、京丹後市農業委員会へ質問したいことなどがござい

ましたら１０月２７日金曜日までに事務局までお知らせください。宿泊先は兵庫県

豊岡市内にございます、城崎温泉深山楽亭に宿泊いたします。くわしい行程につき

ましては、行程表を５ページに掲載しましたので、ご確認ください。 

集合時間と場所につきまして、平成２９年１０月３１日火曜日午前７時５０分ま

でにデンパーク東側にございますＪＡあいち中央きゅうり選果場、通称カッパドー

ムへご集合ください。８時に出発いたします。 



報告書につきまして、参加者の皆様におかれましては、お手元に配付してござい

ます研修報告書を１１月の農業委員会時にご提出いただきますので、ご協力お願い

いたします。 

なお、今回の視察研修は公費にて実施しますことから、研修報告書が外部の方に

見られる可能性もございますので、所感の記入は１、２行で終えることなく、きっ

ちり埋めていただきますようお願い申し上げます。 

徴収金につきまして、バス代以外の宿泊費等で公費負担分を超過した場合は、後

日、参加者から徴収させていただきますのでご承知おきください。 

その他情報につきましては、旅行社は農協観光で１人添乗員として同行していた

だきます。また、事務局の随行者は荻須事務局長と古居専門主査の２人でございま

す。参加者の皆様には名簿をお配りしておりますのでご確認ください。 

服装につきましては、農業委員バッジを着用し、視察研修するのにふさわしい身

なり、ネクタイ、ブレザー、スーツ等でお願いいたします。 

続きまして、愛知県農業会議平成２９年度第２回臨時総会が１１月７日火曜日に

名古屋市で開催され、会長、事務局が出席いたします。 

続きまして、北海道岩見沢市農業委員会視察受入れでございますが、このたび岩

見沢市農業委員会は、新制度に移行して初めて女性農業委員が誕生したとのことで、

女性農業委員の活動が盛んである本市農業委員会に視察の申込みがございました。

１１月８日水曜日、デンパークにおいて会長、会長職務代理者、女性農業委員、事

務局で対応いたします。対応される方につきましては、この後、詳細について打合

せをさせていただきます。 

続きまして、愛知県市部農業委員会長会定例総会でございますが、県内の各市の

農業委員会が持ち回りで開催しており、本年度は１１月１０日金曜日に安城市のア

ンフォーレで開催することとなっており、県内各市の農業委員会の会長及び事務局

長などが参加されます。本市農業委員会は、会長、会長職務代理者、事務局で対応

いたします。 

続きまして、農地転用許可の権限移譲の経過報告についてでございますが、先月

の委員会におきまして、農地転用許可の権限移譲の話をさせていただき、その中で、

市長との意見交換を実施した際に、市長から農地転用許可の権限移譲の先進地から

直接話を聴いてきてほしいとの話がありましたので、長野県飯田市へ会長、会長職

務代理者、浅井委員、鳥居推進委員と事務局とで視察に行くという説明をさせてい

ただきました。 

その後、決定しましたことを報告いたします。まず、長野県飯田市視察は１０月

２６日木曜日に実施することといたしました。飯田市は、昨年の８月まで県知事が

農地転用の許可権者でありましたが、昨年の９月から飯田市農業委員会が許可権者

となり、やっと１年が経過した権限移譲して間もない自治体でございます。そして

今回もう１箇所視察に行くことといたしました三重県松阪市は、昨年の６月に国か

ら権限移譲の指定市の指定を受けていますが、実際には１０年以上前から現在の岡

崎市と同じく県の条例に基づき県から権限移譲を受けており、農地転用の許可権者



としては１０年以上の経験がある自治体となります。こちらにつきましては、１１

月２４日金曜日、飯田市の視察メンバーに事務局課長を加えたメンバーで視察をし

てまいります。この２箇所の視察を実施しましたら、１２月の定例会で結果を報告

させていただき、その結果を踏まえ、安城市農業委員会としての総意をまとめ、改

めて市長へ意見を伝えてまいりたいと考えております。 

続きまして、デンパーク視察交通手段報告書及びデンパーク年間パスポート申込

書提出につきまして、まだ提出されていない方は、定例会終了後事務局までご提出

ください。 

配付物でございますが、先月の定例会で農産物のイラスト入り名刺を希望された

方には本日、お手元にお配りさせていただきましたので、記載内容や枚数に間違い

がないかご確認ください。 

最後に、次回の予定でございますが、１１月２２日水曜日午後１時３０分第７会

議室にて運営委員会、午後２時３０分第１０会議室にて定例会でございます。 

 

続いて、今泉主事補から遊休農地の是正指導及び報告について次のとおり説明が

あった。 

 

遊休農地につきまして、１０月２日付けで送付をいたしました、遊休農地の指導

文書による是正期間が１０月３１日までとなっております。先月の農業委員会にて

資料を配布させていただきましたが、１１月１日から遊休農地の是正状況を把握す

るために現地調査を行っていただきます。今回、現地調査を行っていただきますが、

８月に行っていただいた現地調査と異なる点がございます。８月の現地調査におい

ては、まず農地利用最適化推進委員さんに現地確認をしていただき、その後農業委

員さんに現地確認をしていただくような形でお願いさせていただきました。 

今回の現地調査につきましては、農業委員さん農地利用最適化推進委員さんどち

らか一方で現地確認をしていただければ結構ですので、分担していただいても、ご

一緒に行かれても、お話し合いの上決めていただければと思います。現地調査時点

で草刈や耕作を始められているものについては、改善済みとしてご報告ください。

また、現地調査時点で改善をされていないものについては、電話や訪問等によって

是正指導を行っていく形になります。その中で、遊休農地所有者の連絡先がご不明

の場合等は、可能な限り調べさせていただきますので、事務局までご相談ください。 

なお、是正の報告書につきましては、次回の１１月開催の農業委員会にてご提出

いただきますようよろしくお願いします。また、報告書には前回と同様、現地調査

を行った日にちと時間を記載していただきますようお願いいたします。皆様へお支

払いさせていただく報償費を計算するために必要となります。８月の現地調査分と

併せまして、年内には皆様へ報償費をお支払いする予定でおります。また、現地調

査や地権者との是正指導の中で何かご不明な点等がございましたら、事務局までお

問い合わせください。事務局としましても、できる限りのサポートを行っていきた

いと考えております。お忙しいところ大変かとは思いますが、よろしくお願いいた



します。 

連絡・報告事項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。 

 

  続いて議長は議事に従い、下記の通り議案を上程 

 

 

・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。 

 

別紙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。今回、平成２９年９月にありました農用地利用計画の変更申出につきまし

てご説明申し上げます。 

今回の申出の内訳は、用途変更が１件、面積は１，９６５㎡です。 

用途変更の目的は育苗施設が１件です。詳細につきましては、次のページ以降の

調書のとおりですのでご確認ください。 

なお、現地調査につきましては、１０月１６日月曜日に、林茂樹委員と、鈴木貴

士委員にお願いし、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、通知書を発行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１ 第４４号議案 農地法第３条の規定による申請について ６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４４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３８から４１まで及び設９、設１０の計６件です。申請

内容は、売買が４件、使用貸借による権利の設定が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５件、農耕に精進するためが１件です。譲渡人の理

由は、相手方の要望によるためが３件、労力不足による経営縮小のためが１件、生

活資金充当のためが１件、将来的な農地相続に先駆け農作業経験を積ませるためが

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１２，８９５．００㎡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４５号議案 農地法第５条の規定による申請について １８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。 

 

日程第２第４５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１２７から１４４までの１８件です。転用行為別に見ま

すと、分家住宅が６件、駐車場が４件、障がい者福祉施設が１件、農業用施設が１

件、自己用住宅が２件、工場及び駐車場が１件、資材置場が１件、粘土採掘場が１

件、赤土採掘場が１件です。面積につきましては、田１３，７９１㎡、畑６，４３

１㎡、合計２０，２２２㎡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１４２です。申請日

は平成２９年１０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、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及び畑に賃借権を設定し、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１２

月１日より着工し、３１年１１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９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、雨水や採掘により生じる地

下水は、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、知立市八ツ田町から発

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、その点について残高証明書を確認し、問題ないと考えて

おります。 

説明案件を含めて５条申請合わせて１８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１３５、

１３９、１４１及び１４４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、１０月１６日月曜日に林茂

樹委員と鈴木貴士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４６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 

１件 

 

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３第４６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２の１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、田１，４９５.９２㎡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４ 第４７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 ３

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４７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２３から２５までの３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１７，１４３㎡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４８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４８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１５筆、面積が２４，１７２㎡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４９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４９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請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条の規定では、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います。集計

表の一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、１５筆、面積が２４，１７２㎡

です。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になっております。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し付けるということになります。 

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１０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１０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から１７の３件です。転用行為別にみますと、共同

住宅の建築が２件、住宅の建築が１件です。面積は、田６１５．００㎡、畑７５６．

００㎡の合計１，３７１．００㎡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７１から８１までの１１件です。転用行為別にみますと、

駐車場の設置が３件、事務所兼展示場の建築が１件、住宅の建築が６件、分譲宅地

用地が１件です。面積は、田４，３４２．００㎡、畑１，９８８．００㎡の合計６，

３３０．００㎡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９７から１１１までの１５件です。解約事由別にみます



と、 高齢により耕作困難のためが１件、転用するためが２件、収用のためが５件、

売却するためが５件、自作するためが１件、売却及び転用するためが１件です。面

積は、田 １４，４２７．７３㎡、畑５０６．００㎡の合計１４，９３３．７３㎡

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６及び７の２件です。受付番号６の申請地は、昭和２９

年建年の納屋及び昭和３８年建年の納屋が建っており、現在も利用中です。受付番

号７の申請地は、昭和２５年建年の居宅、昭和３８年建年の車庫及び平成７年建年

の車庫が建っており、現在も利用中です。面積は畑２９５．００㎡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６及び７の２件です。受付番号６の変更の事由としまし

ては、南側農地（●●××，××，××）を採掘場とするために、通路部分の一部

を採掘場に変更し、一時転用の許可期限を２年間延長するため、受付番号７の変更

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

１７，０４７．００㎡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８及び９の２件です。改良の種別は、田畑転換が２件で

す。 面積は、田１８９．００㎡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。 

 

 

午後２時５２分、議長は閉会を宣する。 

 

 

 


