
 

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 平成３０年９月２５日（火） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時４０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               ２７名 

 

近藤 正弘 委員、鈴木 修 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 

 

 

８  江川 攻 委員 

１０ 長谷部 勇 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 ８ 江川 攻 委員 １０ 長谷部 勇 委員 

 また、欠席者は １３ 近藤 正弘 委員、７ 鈴木 修 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４１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４１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３１から３４の計４件です。申請内容は、売買が４件で

す。 

譲受人の理由は、相手方の強い要望によるためが１件、農業経営規模の拡大を図

るためが３件です。譲渡人の理由は、生活資金充当のためが２件、相手方の要望に

よるためが２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５，３８５．００㎡、畑７４５．００㎡、合計 ６，

１３０．００㎡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４２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４３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４２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。 

今回の申請は、受付番号１５から１８までの４件です。転用目的は、太陽光発電

所が１件、住宅敷地の拡張が１件、農家住宅が１件、農業用倉庫が１件です。 



申請面積は田が２９２.００㎡、畑が４７６.００㎡、合計７６８.００㎡です。 

続きまして日程第３第４３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１２９から１４６までの１８件です。転用行為別に見ま

すと、分家住宅が７件、駐車場が３件、資材置場が１件、駐車場兼資材置場（スク

ラップ置場含む）が３件、店舗が１件、診療所が１件、調剤薬局が１件、赤土採掘

場が１件です。 

面積につきましては、田１３，４７８.００㎡、畑３，１５７.００㎡、合計 

１６，６３５.００㎡です。 

  今回の説明案件は農地法５条申請の受付番号１３２及び１３３です。申請日は平

成３０年９月５日、同日農業委員会受付となっております。定期借地権の設定によ

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。 

資料２の図中央「申請地」とある場所のうち、網掛けの部分が番号１３２の診療

所及び駐車場の南側の斜め斜線部分が番号１３３の調剤薬局の申請地です。 

今回は、事業用建物を建築することを目的とした、定期借地権の設定による農地

転用で、期間が満了した後は、原則として建物を解体し更地にして土地を明け渡す

ことになります。契約期間は３０年間とのことです。診療所と調剤薬局は不可分で

あり、計画者は異なりますが共同して事業を行っていくということで、駐車場も共

同で利用していく計画になっています。事業期間につきましては、平成３０年１１

月より着工し、平成３１年６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、南側に農地が残るため、敷地境界にコンクリ

ートブロックとフェンスを設置し、農地への影響を防ぐ計画になっています。 

排水計画について、汚水・生活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や信用が

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、開業に必要な免許等についても確認してお

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２２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、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、説明案件１３２のほか受付番号１

３９、１４２、１４５、１４６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、９月１８日火曜日に柴田孝

敏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、次のとおり質問があった。 

 

〇柴田 鉃夫推進委員 

 

 １５番の柴田です。少し教えてもらいたいんですけど、大規模なこういう転用、

例えば駐車場でですね、何千㎡も駐車場にするっていうと、多分舗装すると思うん

ですけど、こういう時の雨水流出抑制ってどういう風に指導というのか、どういう

風に整備するのかしないのか、指導しているのかしていないのか、その辺を教えて

もらいたいのですが。 

 

〇古居専門主査 

 

 一般に他法令上の調整の中の、土木課の河川係でですね、その辺の転用の面積に

対してどれくらいの貯留池を設けるか、といった点は指導してもらっている。里の

方の猿渡川流域のところですと、許可になりますので、その辺は知立土木の方に許

可申請を出して農地転用とその雨水阻害浸透施設の許可の同時許可になるはずです。 

 

〇柴田 鉃夫推進委員 

  

何か規制はかかっているという風に感じたんですけど、実際に何千㎡も例えば舗

装すると、上の方でこういうことがどんどん行われていくと、下の方に大雨が降っ

た時に集中的に雨が川に入ってくるものですから、そうするとまた逆に田んぼの方

に水が溢れてくる、そういうことになってしまうので、田んぼというのはある意味、

集中豪雨の時はたまると非常にいいことだと思っていますので、そういう放流する

ような施設を確保してもらいたいと思います。お願いいたします。 

 

〇古居専門主査 

 

 そのように市の方からもお願いしております。まとめますと、上の方、猿渡川周

辺の地域は許可、それ以外はお願いという形になりますので、それに関しては他部

署の方から依頼をかけています。以上です。 

 

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４ 第４４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４４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２０の１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２，９８３㎡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 報告第９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５報告第９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２４の１件です。転用行為の概要は敷地の拡張です。面積は、田 １０６．０

０㎡、畑 １４１．８４㎡の合計２４７．８４㎡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７２から８６までの１５件です。転用行為別にみますと、事務所の建築が

１件、造成用地が１件、区分所有建物が１件、住宅の建築が８件、共同住宅の建築

が２件、分譲住宅の建築が１件、駐車場の設置が１件です。面積は、田 ３，４５

５．６１㎡、畑 １，９６５．５０㎡の合計５，４２１．１１㎡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１３９から１４５までの７件です。解約事由別にみますと、

転用するためが５件、売却するためが２件です。面積は、田 ７，３８８．００㎡、

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４

の１件です。変更の事由としましては、工事計画期間を８ヶ月延長するためが１件

です。面積は、畑 ７，５４７．００㎡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 除外申出に係る２７号計画の策定について 

 

 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。 

 

  除外申出に係る２７号計画の策定についてご説明申し上げます。「安城市の農業の

振興に関する計画調書」をご覧ください。開いていただくと、左側に位置図がありま

す。この位置図なんですけれども、目標となる建物ですとか、地形地物、そういった

ものが載っておりませんので、ちょっと分かりづらいという風に思っております。申

し訳ございません。この場所でございますが、南北に県道安城幸田線と、東西に同じ

く県道の岡崎西尾線という２つの県道に交わるところが、今回の申出地となっており

ます。安城幸田線、地図でいきますと北側の方に走っていくと左手に歴史博物館、そ

のまま走っていきますと、名鉄の南安城駅やＪＲ安城駅といった市街地の方に入って

いく、そういうところに通ずる道です。東西の岡崎西尾線ですが、東側に走っていく

とすぐ岡崎市、西側に走っていきますと、古井町、桜井方面そういったところに通ず

る道となっております。併せまして、地図のデータも追いついていないというところ

がありまして、今回の申出地、この網掛け部分のすぐ左下いわゆる田んぼのマークに

なっていますが、実際には２、３年前に転用許可が出まして、現在は配送センターが

建っています。ですので、２本の県道と配送センターに囲まれた場所が今回の申出地

ということになっております。大変申し訳ございませんでした。この調書に記載して

あるものは、この後の議事「農用地利用計画変更申出」にも関連いたしますが、先月

８月２０日付で出されました農用地利用計画変更除外申出の中のものでございます。 

この申出地につきましては、平成２３年度に事業完了しました国営新矢作川用水農

業水利事業の対象地となっておりますが、この事業は既存の排水路の補修や能力の向

上等を図るものであり、その受益地内の土地を農用地区域から除外したとしても、事

業そのものへの影響は小さいと考えられております。 

ただし、法令上の規制としてその事業の完了後、８年を経過しないうちは原則とし

て受益地内の土地を農用地区域から除外することはできないとなっておりますが、除

外転用によってその土地に設けられる施設が、地域の農業の振興に寄与すると認めら

れることを市の計画において定めれば、例外として農用地区域から除外することがで

きるようになります。 

今回の案件につきましては、ガソリンスタンド及びコンビニエンスストアであり、

生活の利便性や快適性を図るため、土地利用の混在化防止に努め、各種の生活環境整

備を推進するものであり、地域の農業の振興に寄与すると考えられます。この市の計

画というのは根拠法令の条文から２７号計画と呼ばれており、農業委員会の意見を聞

いたうえで定めることとされておりますので、本日提案させて頂いております。 

説明は以上でございますので、ご承認頂きますようよろしくお願いいたします。 

 



議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

２ 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。 

 

 別冊として事前に送付してある農用地利用計画変更申出総括表をご覧ください。 

  これは平成３０年８月２０日に申出のありました農用地利用計画の変更申出の総

括表となっています。 

  今回の申出の内訳は、農用地区域への編入が１件、農用地区域からの除外が２１

件、農業用施設用地への用途変更が１件で、合計面積は４８，５７１．２１㎡です。 

編入については、土地改良事業の計画区域とするため、除外については、分家住

宅等の建築が９件、駐車場用地が５件、公共用地が２件、その他が５件となってい

ます。その他５件の内訳は、店舗の建築、工場の拡張等となっています。 

用途変更については、ライスセンターの建築が１件となっています。 

なお、それぞれ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、９月１８日水曜日に、柴田孝敏委員と、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、愛知

県知事との事前協議の手続に移ら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、次のとおり質問があった。 

 

〇浅井 清幸 委員 

 

 1 つお伺いしたいのですが、事業計画変更をして分家住宅を建てられた方がです

ね、隣地の農地で農作業をしていた、あるいは農作業の中にも朝早く耕運したり、

あるいは、農薬を散布された時にドリフトがあったとかということで、市の環境課

の方へ小言を言われる方がかなりあるそう。ここでお願いしたいことは、分家住宅

の地権者の方、親子さんにね、十分農振地域を除外して許可するわけだから、そう

いうことに関して十分ご理解を願いたい。和泉でも過去にそういう案件で草刈れと

か虫が多いから何とかしろとかいう案件が出てきた時にそういうことを言われた方

に、僕言ったんですけど、これから地区除外許可する時に意見書を書く時に僕は許

可しないよ、あなた当然そういうことを想定されるところへ地区除外をして住宅を

建てたわけだから、そういうことをね、明確に地権者と借り受けて作られる方にご

説明していただきたい。そうしないと、地区除外のところを回った時にどうしても

このままじゃまずいんじゃないか、というところがある。ところが、地元の推進委



員も意見書を出されているわけですから、委員として現場を見ていないわけなんで

す。そういう時に関して、地区除外をする場合には、採決がたった時に再検討とい

うことも意見として言わざるを得ない、ということがこれから往々として出てくる、

ということを危惧しますので、ご指導願いたいです。 

 

〇山本主査 

 

 浅井委員のおっしゃる通り、そもそも調整区域の、しかも農地、とくに農用 

地だとか、白地、色地色々あると思いますが、そもそもまずは建てることができな

い、農地法上はそこでは建てることができないという中で、基準を満たして地元の

合意があったうえで建てれているんだということを地権者であったり、分家住宅を

建てる方であったり、そういった方にご理解をいただくというのは必要なことかな

と思っています。僕らも窓口において地権者の方とお話をする機会もありますし、

中には行政書士を通じて、という場合になってしまうかもしれませんが、そういっ

た趣旨、そういったもとに建てれるんだよということはですね、ご説明していきた

いと考えています。 

 また、みなさんの地元においても、特に農用地からの除外に関しては町内会さん

のご意見であったり、推進委員さんのご意見であったりというところも必ず通すよ

うにさせておいておりますので、その中でも何かしらのご指導がいただければ非常

にありがたいと思っており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 

 

３ 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定について 

 

 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。 

 

  この件につきましては、先月の研修会で詳しく説明をさせていただきましたので、

本日はご審議をいただく上で必要な事項に絞ってご説明いたします。では、資料１、

１ページをご覧ください。 

  まず、今回このような指針を定める理由といたしましては、平成２８年４月１日

付けで改正された農業委員会等に関する法律におきまして、農地等の利用の最適化、

つまり、遊休農地の発生防止と解消、担い手への農地利用の集積と集約化、新規参

入の促進、という３つの主な活動につきまして、各農業委員会は、「活動の目標」及

びこれを達成するための「方法」を定めた指針を策定するように努めなければなら

ないと定められたことによります。 

では次に、本農業委員会が定めようとする指針の内容ですが、２ページをご覧く

ださい。始めに、「第１」では「基本的な考え方」といたしまして、本市の農業情勢

の現状や、指針を定める目的、指針の運用の期間を平成３５（２０２３）年度まで



とすること、及び見直しを行う時期などが定めてあります。 

続いて、３ページの上の方をご覧いただきますと、ここからは、「第２ 具体的な

目標と推進方法」といたしまして、３つの活動についての目標と、その達成方法が

定めてありますので、順にご説明いたします。 

まず、一つ目は、「遊休農地等の発生防止と解消について」でございます。このう

ち、（１）の「遊休農地の解消目標」につきましては、先月の研修会及びその後の意

見聴取期間中に一部の委員からご意見をいただきましたが、表にありますように、

原案どおり６年後までの遊休農地の発生率をすべて０としました。 

  確かに、例年農地パトロールでは、現に耕作されていない農地が見つかることも

ありますが、これらのものは、農地法や「農地法の運用について」という国の通知

で遊休農地と扱うとされるもの、つまり、以後耕作の目的に供される見込みのない

農地には該当しないと判断しております。なぜなら、本市には中山間部と呼ばれる

ような、地形的に土地の管理が極端に難しい地域がないことや、ほとんどの地域で

基盤整備事業が行われていることなどからも、市内にある農地であれば、一時的に

耕作されない状態になったとしても、例えば山林などと一体化してしまうようなこ

とはよほどありませんので、草刈りなどの維持管理や農業委員会の指導によって、

必ず、耕作し得る状態に回復できる可能性が残るためです。ただし、この後の４つ

目の議題にも関係しますが、農業委員会における農地パトロールの結果報告の際に

は、改善指導の対象となる農地のことを、ほかに適当な言葉が見当たりませんので、

すべて遊休農地と呼んでいることから、少しわかりづらくなっていますが、これは

あくまで遊休化するおそれのある農地という意味合いのものであり、法令等の定義

による遊休農地とは区別されるものとご理解いただきたいと思います。したがいま

して、現状でも遊休農地がないのなら、将来的にも発生させないとする目標を設定

するのが適切と考えられます。 

  そして次に、これを受けまして、（２）の、「遊休農地等の発生防止と解消の具体

的な推進方法」ですが、「ア 農地の利用状況調査の実施について」から４ページに

移りまして、「エ 違反転用への対応」までの４つの活動によって推進していくこと

を定めております。 

では続きまして、２つ目の取組である「担い手への農地利用の集積と集約化につ

いて」ご説明いたします。まず、「（１）担い手への農地の利用集積目標」でござい

ますが、過去１０年間の実積から見て、６年後の集積率の目標を６９．２％と設定

いたしました。 

そして、次にこれを受けまして、（２）の「担い手への農地利用の集積と集約化に

向けた具体的な推進方法」でございますが、ア及びイでは、農地利用集積円滑化事

業による利用権設定と農地中間管理事業を活用すること、それから、５ページに移

りまして、ウでは情報提供活動を行うこと、という３つの活動によって推進してい

くことを定めております。 

  続きまして最後、３つ目の取組である「新規参入等の促進について」ご説明いた

します。まず、「（１）新規参入の促進目標」でございますが、ここ数年の実績から、



新規参入者数は３年で１０経営体、同取得面積は２ｈａと設定いたしました。 

そして、これに対する「（２）新規参入等の促進に向けた具体的な推進方法」でご

ざいますが、まず「ア」では、純粋な新規参入者の育成指導などを行うこと、次に、

「イ」では、目標数値の達成には直接貢献しませんが、本市においては現担い手の

経営継承等に対する支援を行うことが重要だと考えられますので、以上の２つの活

動によって推進していくことを定めております。なお、この部分につきましては、

先月の研修会で、本市の特徴的な取組であるアグリライフ支援事業の活用について

のご意見をいただいたことを踏まえまして、その趣旨をできるだけ採り入れるよう

に原案を修正いたしております。 

  以上のとおり本農業委員会が定めようとする指針の内容についてご説明いたしま

したが、本日ご承認をいただきましたら、速やかに市の公式ウェブサイトで公開を

したいと考えております。 

  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。 

 

４ 遊休農地・違反転用農地の指導について 

 

 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。 

 

  まずは委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、また大変お暑い中、調

査にご協力をいただき、ありがとうございました。 

では、本日別にお配りしてございます資料のうち、右肩に「２」とある「遊休農

地・違反転用農地の指導について」という見出しの付いた資料の１ページをご覧く

ださい。始めに、「（１）指導対象農地の決定について」ご説明いたします。 

先ごろ、皆様からご提出いただきました意見書と地図に基づき、事務局職員が担

当する地区の現地調査を行いました。その結果、所有者に指導をすべき農地とした

ものを５ページから１６ページまでのリストに記載してありますが、このうち、網

掛けをしたものが今年度、新たに発生したものでございます。 

一方、網掛けのないものは昨年度から継続して指導対象としている農地でござい

ますが、こちらには、昨年９月の本会での結果報告においてリストに挙がっていた

農地で、その後いったん解消されたものの、今回再び指導対象となったものも含ま

れております。 

次に９ページをご覧ください。遊休農地としての指導対象農地は８１筆で４８，

３０３.００㎡、そのうち新たに発生したものは４６筆の２５，２６４.００㎡でご

ざいます。昨年度と比較しますと、全体の面積は、約２９．７％の減少となってお

りますが、その主な理由といたしましては、昨年度の指導によって改善された農地

の中で、今年度再び指導対象に戻ってしまったものが少なかったこと、及び今年度

新たに指導対象になった農地の面積が比較的少なかったことによるものと考えられ



ます。 

また、違反転用の指導対象農地は、１０ページから１６ページに記載してござい

ますが、ここでは１６ページをご覧ください。違反転用農地は１０２筆、８１，９

８１．７５㎡で、そのうち新たに確認されたものは１０筆、３，４９５.００㎡でご

ざいます。 

これらの結果を受けての今後のスケジュールでございますが、本日指導対象農地

が決定されますと、１０月１日付けで、遊休農地の所有者には２ページの文書を送

付いたします。 

なお、今年度からはこの文書と併せて３ページの「利用意向確認書」を送付し、

事務局あてに提出してもらうこととしまして、所有者が貸付けを希望しているのか、

あるいは自ら耕作する意思があるのかといったことをいち早く確認できるよう変更

を加えております。 

また、違反転用農地の所有者には４ページの文書を送付してまいりますが、こち

らについても、今年度からは指導の効果をより高めるために、下線部のように今後

各種の許認可を受ける際に支障が生じる可能性があることを告知するようにしてお

ります。 

続いて１ページにお戻りください。（２）のスケジュールの４段目のところですが、

改善の期限につきましては、１０月３１日としております。 

そして、１１月初旬に推進委員及び農業委員の皆様には再び現地確認をしていた

だきますが、その際に改善が見られなければ、電話あるいは直接所有者に会ってい

ただく方法により、解消に向けた指導をお願いします。このような是正指導を行っ

ていただくに当たりまして、土地所有者又は連絡先が不明な場合や、市外在住者で

指導が難しい場合などありましたら、事務局において可能な限りの情報収集を行い

ながら協力をさせていただきますので、事務局へご相談ください。 

続いて、１７ページから１８ぺージをご覧いただきまして、遊休農地の指導方法

についてでございますが、文書を受け取った所有者から、解消したいがどうすれば

よいかとの相談がありましたら、耕作できない状態に至った原因や理由を聞いてい

ただき、農地の利用の意向確認をしてくださるようお願いします。 

特に水田の場合は、農地所有者が自ら耕作を行う意思がなければ、地域の担い手へ

の集積につながるよう、農地中間管理機構などへの貸付を案内していただくようお

願いします。 

なお、今後の確認や指導及び報告は、すべての委員が行うものではなく、本日お

示ししましたリストで該当する箇所のある地区の委員の方に行っていただくものと

なります。そこで、該当する農業委員及び推進委員の方には今回、大封筒に入れて

お手元に遊休農地の指導に関する報告書と地図を配付いたしましたので、ご確認く

ださい。 

そして、現地確認及び是正指導が終わりましたら、お配りした報告書を２０ペー

ジの記入例を参考に作成していただき、対象筆ごとの地図とともに１１月の農業委

員会までに事務局へご提出いただくようお願いいたします。 



また、違反転用農地につきましても、遊休農地の方法に準じて指導を行っていた

だきますが、こちらは、今年度新たに発生したものだけを対象とする点が異なりま

す。今回指導対象とする農地については、本日お配りいたしました地図の裏面が、

違反転用農地指導記録として、委員の氏名、指導日・指導内容を記載する様式にな

っておりますので、その内容を記載の上、同じく１１月の農業委員会までにご提出

いただくようお願いします。 

最後に、農地パトロールというのは、今の法律で農業委員会の職務とされた農地

利用の最適化を推進するための、委員の皆様にとっての最重要任務ともいえます。

したがいまして、大変お手数をおかけいたしますが、引き続きお力添えをいただき

ますようよろしくお願いします。事務局といたしましても、例えば、これまで指導

を要する状態が継続しており、懸案事項となっている農地が、地域で少なくとも１

件は解消されるなどの結果に結びつくよう、できる限りの支援を行ってまいりたい

と考えております。 

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。 

 

５ 農業委員会活動記録の推進について 

 

 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。 

 

  関係する資料といたしましては、６ページの資料３と、それから、別にお配りし

たものが４種類ございますのでご確認ください。１つ目は「資料３別冊」とある冊

子、２つ目はＡ４横長の「月別の農業委員会活動記録簿（片面刷り１２ページ）」の

冊子、３つ目は同じくＡ４横長の「農業委員会活動記録帳（両面刷り６枚）」の冊子、

最後にＡ３の１枚のもので、２０１８年の活動記録簿集計表、でございます。 

  今回、委員の皆様には引き続き農業委員会活動記録の作成をお願いしてまりいり

ます。その根拠は、愛知県農業会議からの通知文書にありまして、それを要約した

ものが６ページの「１ 農業委員会活動記録を推進する目的」の部分にございます

が、簡単に申し上げますと、一つは農業委員会の日頃の活動状況や成果を目に見え

るものとして記録し、地域に発信していくために、もう一つは、国や県の交付金を

活用する上での活動の根拠資料として用いるためでございます。 

  次に、具体的な記録の仕方につきましては、昨年度から変わっておりませんので、

日常的には、お配りしてある「月別の活動記録簿」と「活動記録帳」の二つを使用

して、これまで同様月ごとの活動を記録していただくことになります。 

では、改めて月別の活動記録簿の記録の仕方についてご説明いたします。「資料３

別冊」とある冊子の最後、６ページに、記入例がございますので、こちらをご覧く

ださい。 

まず、業務の種類が細かく分かれていますが、行ってただいた活動がどの業務に



当たるかにつきましては、同じ冊子の１ページからの「Ⅰ 農業委員会活動記録簿

のつけ方」及び「Ⅱ 活動の分類の解説」を参考にご判断ください。 

次に、記入例に戻りまして、一番左の欄には、その月において活動した日を記載

していただきます。 

そして、法律の６条１項から３項までの各業務が列記してあるところの、それぞ

れ左端にある「活動実績件数」という欄には、１日活動した場合には○を、半日活

動した場合には△を記入していただきます。 

なお、この「１日」、「半日」の判断の仕方につきましては、一応前の方のページ

に解説がありますが、これによると午前と午後の時間の長さの違いによる不公平が

生じたり、活動が昼の１２時を挟んだ場合の判断が難しかったりしますので、昨年

８月にお知らせした基準に基づきまして、概ね２時間を超える活動は「１日」、２時

間以下の活動は「半日」と考えていただくようお願いします。 

続いて、その右側の「活動の分類」については、実際に行った活動の覧にチェッ

クの印をご記入ください。 

では、今のことを具体例で申し上げますと、記入例の上から３段目の７月１２日

とあるところですが、この日に４時間、農地パトロールを行ったとします。この場

合は、第２項の業務の左端の、活動実績件数の欄に「○」を記入した上で、「農地パ

トロール（農地利用状況調査）」の覧にチェックしていただくことになります。 

ちなみに、もう一つお配りいたしました「活動記録帳」につきましては、メモ代

わりに自由に使用していただくために用意したものですので、併せてご活用くださ

い。 

  最後に、今後の事務についてでございます。来年３月までの活動を終えられまし

たら、今年４月からの１年分の記録を、Ａ３、１枚の２０１８年用の集計表様式で

各自集計していただきまして、この集計表の様式だけを事務局へご提出ください。

期限は、来年４月の農業委員会でございます。 

  なお、期限につきましては、従来は３月の農業委員会としておりましたが、３月

の末日まで活動される場合があることを考慮しまして、愛知県農業会議の了承を得

た上で今回から１か月延長いたしております。 

そして、活動の記録そのものにつきましては、今年度の場合と同様に、来年４月

以降も引き続きお願いいたします。 

  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。 

 

６ 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。 

  ７ページ、資料４をご覧ください。生産緑地法に基づき市に買取申出のありまし

た２件の土地につきまして、先月の定例会におきまして、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。 

 １件目は７ページ及びその次のページの位置図のとおり、二本木町地内の１筆で、

面積は８３９.００㎡、もう１件は９ページ及びその次のページの位置図のとおり、

堀内町地内の２筆で、面積は４８２.００㎡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。 

  この件については、以上でございます。 

 

  事務局の説明は終わりました。ただいま事務局から説明のあった２件 

 の生産緑地の買取希望者はございましたか。 

  買取希望者はいないようですので、その旨を安城市都市計画課に報告させていた

だきます。 

 

７ 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、岡田係長から次のとおり説明があった。 

 

  １１ページ、資料５をご覧ください。市の都市計画課に新たに買取り申出のあっ

た生産緑地につきまして、同課から関係機関へ公共施設用地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。 

 申出地は、篠目町地内の２筆で、面積は２，３４９.００㎡です。買取希望価格は

㎡当たり３０万２，５００円と伺っておりますので、７億１，０５７万円余でござ

います。 

  なお、１２ページ及び１３ページは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。 

 

  続いて、連絡・報告事項について、１の平成３１年産米の生産数量目標面積の配

分について松井主査から次のとおり説明があった。 

 

  農務課振興係の松井です。私から「平成３１年産米の生産数量目標面積の配分に

ついて」説明させていただきます。次第の１４ページをご覧ください。 

平成３０年８月２７日に愛知県農業再生協議会から配分目安が示されました。９

月１８日に開催した安城市地域農業再生協議会で承認された内容になります。 



平成３１年産米の安城市の生産数量目標が１０，１２７ｔ、面積換算値が１，９

００ｈａ、配分基準単収が１０ａあたり５３３ｋｇになります。平成３０年産米は

生産数量目標が１０，１１２ｔ、面積換算値が１，８９８ｈａ、配分基準単収が１

０ａあたり５３３ｋｇとなり大きな変更はありません。 

計算方法は愛知県農業再生協議会からの資料を元に計算しております。例年通り

の計算方法になっております。 

試験研究用、学校田用水田については、安城市で試験研究用・学校田用で使用し

ている水田が４ｈａあり、例年と変更はありません。 

各集落の配分割合について説明させていただきます。 

配分基準値は、面積換算値１，９００ｈａから試験研究用・学校田用の４ｈａを引

いた１，８９６ｈａを基本面積３，０８５．８ｈａで割った６１．４４％になりま

す。配分基準値６１．４４％の小数点第２以下を切り捨てし、６１．４％が配分割

合になります。基本面積３０８５．８ｈａについては、各集落の水田を積み上げた

面積になります。 

次第１５ページをご覧ください。基本面積（Ａ）が各集落の面積になります。米

の作付目標面積（Ｂ）は各集落の基本面積に６１．４％をかけた数字が米の作付目

標面積になります。転作面積については基本面積から米の作付目標面積を引いた面

積になります。 

各集落の皆様には、表に記載してある米の作付目標面積、転作面積で計画して頂

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。 

 

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 平成３０年７月西日本豪雨災害義援金について」でございますが、１６ペ

ージ、資料７をご覧ください。先月の定例会におきまして、会長より、被災者に義

援金をお送りしてはどうかというご発言があり、委員の皆様にご賛同いただきまし

た。 

義援金の送金先は事務局にご一任いただきましたところ、資料のとおり全国農業会

議所から義援金の募集案内がありましたので、次の１７ページのとおり、８月２８

日付けで１０万円を送金いたしましたことを報告させていただきます。 

続いて、「３ 農業者年金説明会・相談会」でございますが、１０月１９日金曜日、

午後３時から５時まで市役所北庁舎７階、第２３会議室で開催しますので、愛知県

農業会議職員が対応いたします。 

  つきましては、個人的に相談をしたい委員の方がいらっしゃいましたら、是非こ

の機会にご参加ください。また、地元の方や知り合いの方へのご案内についてもよ



ろしくお願いいたします。 

次に４の配付物についてですが、のうねん９月号をお手元に配付しましたので、

ご活用ください。 

最後に、５の次回予定でございますが、１０月２２日月曜日午後１時３０分   か

ら第９会議室にて運営委員会を、午後２時３０分から第１０会議室にて定   例

会を、午後３時３０分から第１０会議室にて研修会を開催する予定でございます。 

 

  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３時４０分、議長は閉会を宣する。 

 


