
 

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 平成３０年７月２３日（月） 

 開会 午後３時１９分 

 閉会 午後４時００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、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 

 

 

４  黒柳 幹保 委員 

１３ 近藤 正弘 委員 

 

 



会議の記録 

  

午後３時１９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 ４ 黒柳 幹保 委員 １３ 近藤 正弘 委員 

 また、欠席者はなしと報告 

 

 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３０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３０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２８の１件です。申請内容は、売買が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です。また、譲渡人の理由は、相手方の

要望によるためです。 

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３，６３８．００㎡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３１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３１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１０３から１１９までの１７件です。転用行為別に見ま

すと、分家住宅が１２件、駐車場が１件、資材置場が１件、資材置場兼駐車場が１

件、通路が１件、保育所が１件です。 

面積につきましては、田５，６５９.００㎡、畑２，７０４.００㎡、合計８，３

６３.００㎡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１１５です。 



申請日は平成３０年７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。譲受人は、安城市保育園幼稚園運営方針に基き、

桜井地区で乳幼児の受け入れが可能な保育園の運営主体を公募し、その結果選定さ

れた法人です。 

事業計画の内容は、刈谷市で「空のうさぎ保育園」を経営する譲受人が、譲渡人

の田を転用し、保育所を増築するものです。事業期間につきましては、平成３０年

９月より着工し、平成３１年３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、申請地は水路と道路に囲まれておりますが

境界にコンクリートブロックや擁壁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、雨水については集水マスや側

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１７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１，０００.００㎡以上の案件については、本案件のほか受付番号１０６

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、７月１７日火曜日に近藤正

広委員と太田良子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３２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３第３２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５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、畑２，３４９.００㎡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４ 第３３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４第３３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１３から１５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１１，５６１.００㎡、畑１，０４２.００㎡、合計１２，６０

３.００㎡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３４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５第３４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３０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３０年８月１５日公告分」をご覧ください。 

 今回、新規設定を行う面積が１０，４３８.００㎡、期間満了による更新の面積が、

４０２.００㎡、合計１０，８４０.００㎡となっています。 

新規設定の場合は、１年間の試用期間があり、この期間が終了する次回更新の際は、

更新年数を３年、６年、１０年と選ぶことができるようになります。 

今回期間満了による更新される借り手の方は、１年間の試用期間が終了しているた

め、３年を希望しております。 

前述の申請について、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、次のとおり質問があった。 

 

〇近藤 正俊 推進委員 

 

 １０番の近藤でございます。今の農用地利用改善組合の長でありますけれど、利

用権設定についてですが、これは農地中間管理機構へ預けるものではないですか。

利用権設定ですか。 

 

〇今泉主事 

 

 はい、今おっしゃられたように今回貸付に用いている法律は、農業経営基盤強化

促進法いわゆる利用権の設定になります。中間管理の設定ではありません。 

 

〇近藤 正俊 推進委員 

 

 今おそらく農務課の方もあるいは農協の方も農地中間管理機構に移行するような

意見調整をされていると思うんです。安城市も中間管理機構に移行していくか移行

しないか、その中で、おそらくこの今回利用権設定された方は今の現状を選択され

たと思うけども、安城市も今から進めていく道をしっかりとしていかないといけな

いと思います。これから課題になると思いますが、今月利用改善組合の方では、地

域の担い手や色々な方々とどういう風に進めていくか、この農業委員会のそういう

こともある程度どちらに方向を進めていくか、これから大変だと思うがその点どん

な風に考えているか一度お聞きしたいと思います。 

 

〇岡田 係長 

 

 まず、こちらの議案に載っているものは、畑・樹園地の利用促進制度に使うもの

ということに限定したものになってきていますので、むしろ中間管理事業は利用し

ていけないようなものという風にご理解ください。 

 中間管理事業への移行につきましては、これから話し合いを行いながら市の方向

を決めてまいりますので、そちらはまた別で進めてまいりますのでよろしくお願い

します。 



 

〇近藤 正俊 推進委員 

 

 畑作は中間管理機構は受けないのか。 

 

〇岡田 係長 

 

 たとえ受けてもらったとしても、貸し付けにいたるという事例までもっていけな

いような現状がありますので、こうした制度を利用していったほうが貸し付けにい

たる可能性が高いです。 

 

〇浅井 清幸 委員 

 

 ９番浅井です。畑作と樹園地になっていますけども、個々の面積が書いてありま

すけどもその仕分けをしておいていただきたいと思ったんです。樹園地の場合と畑

作の場合とでは経営の形態が変わってくるものですから、そういうことを明記して

おいていただけたらと思います。 

 

〇今泉 主事 

 

 今の浅井委員のご意見をお聞きいたしまして、次回の畑・樹園地の集積計画分か

ら何を耕作するか、畑作、露地野菜なのか、樹園地の中でも柿、いちじく、梨なの

か、耕作の目的も伝えさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

再度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１６及び１７の２件です。転用行為別に見ますと、共同住宅の建築が１件、駐

車場の設置が１件です。面積は、田８６２．００㎡、畑４８㎡の合計９１０㎡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６１から６５までの５件です。転用行為別にみますと、

事務所の建築が１件、駐車場の設置が１件、資材置場の設置が１件、住宅の建築が

２件です。面積は、田１，１４２．００㎡、畑３２３．００㎡の合計１，４６５．



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１２６から１３４までの９件です。解約事由別にみます

と、自作するためが３件、売却するためが４件、転用するためが１件、収用のため

が１件です。面積は、田９，０１７．２４㎡、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 

１の１件です。申請地は、昭和５１年建年の車庫が建っており、現在も利用中です。

面積は、畑９１．００㎡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、１５件です。現地調査の結果、免除対象予定地を農地とし 

て利用していました。面積は、田 １００，０５３．００㎡、畑 １４，９５３． 

００㎡の合計１１５，００６．００㎡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２の 

１件です。改良の種別としましては、田畑転換が１件です。面積は、田３４４．０ 

０㎡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。 

 

  事前に送付させていただきました資料「農用地利用計画変更申出に係る状況調書」

をご覧ください。先月ですけども、申し出がございました、農用地利用計画の変更

申し出につきましてご説明させていただきます。 

  今回の申出の内容は、用途変更が１件、面積は６６㎡でした。 

まず、用途変更の目的は農業用倉庫の建設となっております。その他詳細につき

ましては、状況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、７月１７日火曜日に、近藤正広委員と、太田良

子委員にお願いし、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。 

 



２ 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、今泉主事から次のとおり説明があった。 

 

定例会資料の１ページをご覧ください。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。 

続いて実施の対象でございますが、遊休農地については、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、違反転用農地については、市内の農業振興地域内の農用地を対象に実施し

ます。具体的には無許可の事業用等建築物と１，０００㎡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、スケジュールにつきましてご説明申し上げます。新農業委員会制度

に移行して二度目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。そちらで皆様からの同意が

得られましたら、１０月１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、農業委員さんと農地利用

最適化推進委員さん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ければと思っています。 

  以上で農地パトロールについての説明を終わります。 

   

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

３ 農地所有適格法人の事業状況等の報告について 

 

 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。 

 

３ページ、資料２をご覧ください。農地法第６条第１項の規定により、農地所有適

格法人は、毎事業年度の終了後３か月以内に農業委員会へ経営状況等を報告すること

になっています。 

また、農業委員会はその報告を受け、その法人が農地法第２条第３項に規定する農

地所有適格法人の４つの要件、これは、法人形態要件、事業要件、構成員要件、業務

執行役員要件とよばれておりますが、これを満たしているか、及び満たさなくなるお

それがないかについて確認する必要があります。 

では、一覧表の下部の※１から※４までをご覧ください。 

まず、「１ 法人の形態」としては、非公開の株式会社、合同会社、合名会社、合資

会社、有限会社又は農事組合法人でなければなりません。 

次に、「２ 事業要件」としては、売上高の過半が農業によるものであることが必要

です。 

そして、「３ 構成員の要件」としては、農業常時従事者、農地を提供した個人、地

方公共団体、農協などの議決権が、総議決権の１／２を超えていることが必要です。 

最後に「４ 業務執行役員要件」としては、役員の過半が農業の常時従事者であり、

役員又は重要な使用人のうち、１人以上が農作業に従事していることでございます。 

 そして、報告のあった市内６法人について、提出された報告書のこれらの４要件を

確認し、まとめたものが表のとおりでございますが、結果としてすべて要件を満たし

ておりましたのでご報告いたします。 

 なお、この農地法第６条第１項の規定というのは、その法人が農地の権利を持つ資

格があるかどうかを農業委員会が定期的に審査するための規定です。したがいまして、

一見農地所有適格法人の要件に該当する法人であっても、例えば、温室などで施設園

芸だけを営んでいて、田や畑のような農地についての権利を一切持っていない者につ

いては報告の対象とはなりませんので、市内にはそのような法人もございますが、こ

の表から除かれております。 

 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。 



 

４ 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、岡田係長から次のとおり説明があった。 

 

４ページ及び５ページの、資料３をご覧ください。生産緑地法の規定により市の都

市計画課に買取申出のあったこちらの生産緑地につきまして、営農を希望される方が

取得できるよう、５月の定例会において買取希望者の調査をお願いさせていただきま

したが、調査の期限である６月の農業委員会開催日までに買取希望者についての報告

がございませんでしたので、その旨を都市計画課に報告させていただきます。 

 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、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 農業委員会親睦会会計報告について（資料４）」 

ですが、６ページ、資料４をご覧ください。農業委員会親睦会の平成２９年７月２０

日から平成３０年７月１９日までの１年間の会計を報告いたします。 

 まず、収入の部につきましては、昨年は改選の年ということもあり、いったん精算 

をしておりますので、前期からの繰越金はございません。 

 次に、「報酬からの積立」は２７３万円でございました。今期からは毎月１人当たり 

５千円を積み立てることとしておりますが、昨年の８月分のみは公務災害補償保険の 

掛金や懇親会費用を支払う上での不足分を補うために１万円としました。したがいま 

して、表の摘要欄のとおり５千円が１１回、１万円が１回の積立となっております。 

次に、「懇親会等会費」は、平成２９年７月及び１２月、平成３０年４月に行いまし 

た３回の懇親会の市長、副市長及び職員の負担分で１８万８千円でございます。 

 次に、「懇親会等ご芳志」は、会長、会長職務代理者及び事務局職員異動者からのご 

芳志としていただいた分の、３万１千円でございます。 

 次に、その下は視察研修会に関するもので、公費負担分で不足した分の参加者負担 

金として７万８千８２６円、以下、デンパークの家族パスポートを購入された７人の 

方の差額負担金として１万６千８００円、委員全員が全国農業新聞を購読した実積に 

対する愛知県農業会議からの奨励金としての１万円、利息が３円で、収入の合計とし 

ては３４０万５千６２９円でございました。 

 対する、支出の部につきましては、「懇親会費」が３回分で１２７万６５５円、「視 

察研修費」が４５万１千９９０円、「慶弔見舞金等」が２万８千２００円、「公務災害 

共済掛金」が８万４千円、「デンパークパスポート購入費」が１１万２千８００円で、

支出の合計は１９４万７千６４５円でございました。 

 結果、差引額は１４５万７千９８４円で、委員１人あたりの残額は３万４千７１３



円でございますが、今回は還付を行わずに次期会計に繰越 

しをさせていただきます。 

  なお、親睦会の規約では、監事は会長職務代理者の職にある者が務めることと定

められておりますので、榊原会長職務代理者に７月１８日付けで会計についての監

査をしていただき、適正であるとのご意見をいただいておりますことを併せてご報

告申し上げます。 

続きまして、「２農地パトロールの町内会への周知について（資料５）」でござい

ます。７ページ、資料５をご覧ください。先ほど担当からご説明いたしましたが、

遊休農地及び違反転用農地の解消のため、農地パトロールを実施しますので、その

ご協力をお願いしてまいります。 

方法といたしましては、農業委員会が農地パトロールを行う際の現地立ち入りに

ついて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いたし

ます。併せて、広報あんじょうの８月１日号で周知をさせていただきます。 

続きまして、「３農業委員・農地利用最適化推進委員研修会について」ですが、ま

だ正式な通知文が届いておりませんので、資料はありません。この研修会は、愛知

県農業会議の主催で毎年同じ時期に開催されるものです。ただし、昨年度までは知

立市文化会館（パティオチリュウ）において、西三河地区の全委員という大人数を

対象として行われてきましたが、今年度からは参加者を１委員会当たり２割程度の

少人数に絞って行うように変更されたとのことです。 

 したがいまして、今回は農業委員と推進委員の代表として会長、会長職務代理者

及び、本日選出された新しい運営委員の５人の計７人の方にご出席いただきたいと

考えます。なお、日時及び会場はご覧のとおりです。 

  詳細は来月の運営委員会で改めて説明いたしますが、今回は対象となる皆様にご

予定をいただくために、前もってご案内をさせていただきました。  

  次に「４配付物」でございますが、のうねん７月号、それから、次第にはありま

せんが、農業委員業務必携が直前に届きましたのでお手元に配付いたしました。ご

活用ください。 

最後に、「５次回予定」でございます。８月２２日水曜日午後１時３０分から第９

会議室にて運営委員会、午後２時３０分から第１０会議室にて定   例会、午後

３時３０分から第１０会議室にて研修会を行います。 

 

  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４時、議長は閉会を宣する。 


