
 

 

 

 

 

 

 

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 平成３０年８月２２日（水） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時９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               ２４名 

 

近藤 正弘 委員、稲垣 信彦 推進委員、黒田 清吾 推進委員、 

中田 晴久 推進委員、小野内 博 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 

 

 

５ 太田 良子 委員 

９ 浅井 清幸 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 ５ 太田 良子 委員 ９ 浅井 清幸 委員 

 また、欠席者は １３ 近藤 正弘 委員、３ 稲垣 信彦 推進委員、６ 

黒田 清吾 推進委員、１７ 中田 晴久 推進委員、２４ 小野内 博 推

進委員と報告 

 

 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３５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３５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２９及び３０の計２件です。申請内容は、 

売買が１件、贈与が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１件、遺言書により受贈するためが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、遺言書によるためが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９９１．００㎡、畑８２７．００㎡、合計１，

８１８．００㎡ 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３６号議案 農地法第４条の規定による申請について及び日

程第３ 第３７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。 

 

それでは、日程第２第３６号議案 農地法第４条の規定による申請について



からご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号１３から１４までの２件です。転用目的は、農業用倉

庫が１件、農家住宅が１件です。申請面積は畑が２６６．３㎡です。 

 続きまして、日程第３第３７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１２０から１２８までの９件です。転用行為別に見ま

すと、分家住宅が５件、駐車場が１件、粘土採掘場が３件です。 

面積につきましては、田２７，９１９．６０㎡、畑１，６２６.１５㎡、合計２

９，５４５.７５㎡です。 

 今回の説明案件は農地法第５条申請の受付番号１２５です。申請日は平成３

０年８月６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、お配りした資料１

及び資料２のとおりです。 

２筆のうち、小川町山中２０７については、登記地目は宅地ですが、現況は畑

として利用しているため、農地転用の許可申請が出ております。 

事業計画の内容は、譲受人が、譲渡人の所有する農地を転用し、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３０年１０月より着工し、平成

３１年１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、隣接南側に農地が残るため、隣

地境界にコンクリートブロックを設置し、土砂の流出を防ぐ計画になっていま

す。排水計画について、汚水・雑排水は合併浄化槽で浄化し、雨水については集

水マスにて集水し、併せて北側の既設道路側溝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、

申請者は過去において違反転用等を行ったことはなく、必要な資力についても

裏付けがあることを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２０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、周辺農地等への悪影響

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、５条申請受付番号１２６、１２

７、１２８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、８月１５日水曜日に黒柳



幹保委員と林茂樹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

他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３８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３８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１６から１９の４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

３４，３２１㎡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３９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 

 

 なお、この議案は農地中間管理に関わる権利設定分について審議するもので

あります。 

 

 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３９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３０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行うために、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

を行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１１５筆、面積が１７６，

４０３．３３㎡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４０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 

 

 なお、この議案には、議事参与の制限を受ける委員がおられますが、まず、議

案の全体説明を事務局にしていただき、その後議事参与の制限を受ける委員の

ものと受けないものとを分けて審議いたしますので、ご承知ください。 

 

 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６第４０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３０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、１１５筆、

面積が１７６，４０３．３３㎡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。 

また、権利の移転につきましては、次のページになります。集計表の一番下を

みていただきますと合計が記載されております。権利の移転をする農地の面積

の合計は、８筆、１４，８６３.００㎡です。 

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１８から２３の６件です。転用行為別に見ますと、住宅の建築が１件、駐

車場の設置が３件、共同住宅の建築が１件、障がい者グループホームの建築が１

件です。 

 面積は、田２，０４６．００㎡、畑３００.００㎡の合計２，３４６.００㎡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６６から７１までの６件です。転用行為別にみますと、駐車場の設置が

２件、住宅の建築が２件、自己用住宅用地が１件、分譲マンションの建築が１件、

です。面積は、田１６６．００㎡、畑２，６５１．２２㎡の合計２，８１７．２

２㎡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１３５から１３８までの４件です。 解約事由別にみま

すと、自作するためが２件、転用するためが２件です。面積は、田５，５５８．

００㎡となっております。 

最後に、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

３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

ためが１件です。面積は、田４，００９．００㎡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 生産緑地の買取希望者の調査依頼について 

 

 上記の議題について岡田係長から次のとおり説明があった。 

 

 市の都市計画課に新たに買取り申出のありました２件の生産緑地につきまし

て、同課から関係機関などへ公共施設用地などとしての買取希望の照会を行っ

た結果、希望がありませんでしたので、生産緑地法第１７条の２の規定により、

農業委員会に買取希望者の調査についての依頼がございました。そこで、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します。 

 ご覧いただくのは資料の１ですが、まず、１ページをご覧ください。１件目の

申出地は、二本木町地内の１筆で、面積は８３９㎡です。買取希望価格は㎡当た

り１００万円と伺っておりますので、８億３千９００万円でございます。 

 次に、４ページをご覧ください。２件目の申出地は、堀内町地内の２筆で、面

積は計４８２㎡です。買取希望価格は５千万円と伺っておりますので、㎡当たり

では１０万３千円余りでございます。 

なお、２ページ及び３ページは二本木町の土地の位置図、５ページ及び６ペー

ジは堀内町の土地の位置図となっておりますので、参考にしていただくととも

に、買取り希望者がいらっしゃいましたら、来月の農業委員会までに事務局へお

聞かせ願います。 

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 農業委員及び農地利用最適化推進委員の公務災害補償制度の継続加入につ

いて 

 

 上記の議題について岡田係長から次のとおり説明があった。 

  

資料番号は２でございますが、最初に８ページをご覧ください。 

  まず、委員の公務災害補償制度についてご説明いたします。「加入方法につ



いて」という所の下、「１」の「制度のあらまし」ですが、この保険制度は全

国農業会議所を保険契約者とし、農業委員等を被保険者とする団体契約でご

ざいまして、農業委員や推進委員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が支払われる制度です。 

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公務災害が適用されますが、この保険は、プラ

スアルファとしてよりきめ細やかな補償を受けるためのものとお考えいただ

きたいと思います。 

  次に、「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、

委員等の個人の活動日のみが補償の対象となります。 

そして、「４」の「保険料」につきましては、農業委員及び推進委員向けに

はＡ型からＣ型までの３タイプがあり、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、７ページにお戻りください。昨年度は、委員の平均的な活動日数や、

保険料と補償内容とのバランスなどを考慮して、平均活動日数が３０日の場合

を想定したＡ型を２口加入しましたが、今年度も委員の活動状況が大きく変わ

ることはなく、また、保険料、補償額ともに変更はありませんので、引き続き

同様の契約内容としたいと考えております。その場合の補償金額につきまして

は、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支払いをさせ

ていただきたいと思いますので、別にご負担を求めることはいたしません。 

もちろん公務災害というのはないに越したことはありませんが、万が一の場合

に備えるのが保険でございますので、全員の加入についてご理解をよろしくお

願いいたします。 

  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、１の農地パトロール（利用状況調査）に

ついて今泉主事から次のとおり説明があった。 

 

  農地パトロール利用状況調査についてでございますが、お忙しい中、また、

特に今年は大変お暑い中、農地パトロールにご協力いただき、誠にありがとう

ございます。つきましては、農地利用最適化推進委員の方のみなさまにおかれ

ましては、本日中に農地利用状況調査日・報告様式を、農業委員の方におかれ



ましては、８月２９日水曜日までに、遊休農地に関する意見書及び調査図面を

事務局に提出いただきますよう改めて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みえない方は、農業委

員会終了後、事務局までご提出ください。 

 

  続いて２以降の連絡・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。 

 

  「２ 農業委員・農地利用最適化推進委員等研修会」につきましては、先月

もお知らせいたしましたとおり、９月１４日金曜日に岡崎市で開催されますの

で、会長、会長職務代理者及び運営委員の方にご出席いただき、事務局職職員

２名が随行をいたします。 

次に、「３ ふれあい田んぼアート２０１８ 収穫祭について」は、去る５月

２０日日曜日に、デンパーク南側の和泉町地内の田んぼで田植えをいたしまし

たが、別にお配りしましたチラシのとおり９月１５日土曜日に収穫祭として稲

刈り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

くとともに、ＰＲについてもよろしくお願い申し上げます。 

次に、「４ 配付物」につきましては、この１年で変更があった部分を修正

した委員名簿をお配りします。個人情報が多く含まれる書類ですので、取扱い

には十分ご注意いただきますようお願いします。また、昨年の７月に（これと

同じように１枚物で）お配りをいたしました古い名簿につきましては、不要で

あれば、同様に個人情報にご注意の上処分していただくか、事務局へ返却をし

ていただきますようお願いします。 

最後に、「５ 次回予定」でございますが、９月２５日火曜日、午後１時３

０分より第９会議室にて運営委員会、午後２時３０分より第１０会議室にて定   

例会、午後３時３０分より第１０会議室にて研修会 

 

 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。 

 

最後に、会長から、西日本地域における豪雨災害の義援金について次のとお

り説明があった。 

 

ここで、皆様に一つお諮りさせていただきたいことがございます。 



  ７月に西日本地域で発生した豪雨災害は、地域の農業などにも甚大な被害

を及ぼしましたが、このことにつきまして、全国農業会議所及び愛知県農業会

議から義援金の募集がありました。 

  本農業委員会では、２年前の熊本地震の際にも同様の呼び掛けに応じ、震災

直後の平成２８年４月に１０万円の義援金を送っておりますので、今回も同

様に１０万円を義援金として被災者にお送りしたいと思いますが、ご賛同い

ただけますでしょうか。     

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

それでは、義援金の送付等の手続は事務局にお任せしますので、よろしくお願

いします。  

 

 午後３時９分、議長は閉会を宣する。 


