
 

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 平成３０年１０月２２日（月） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時５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 

 

大見 由紀雄 委員、日下 賢治 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 

 

 

６  太田 千尋 委員 

１１ 林 茂樹 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 ６ 太田 千尋 委員 １１ 林 茂樹 委員 

 また、欠席者は ２ 大見 由紀雄 委員、２６ 日下 賢治 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４５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４５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３５から４０の計６件です。申請内容は、売買が５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４件、農耕に

精進するためが２件です。譲渡人の理由は、相続税の支払いのためが１件、高齢に

より耕作が困難なためが１件、相手方の要望によるためが２件、体力に自信がない

ためが１件、生活資金充当のためが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８，１３５．００㎡、畑６４６．００㎡、合計８，

７８１．００㎡ 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４６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４６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１４７から１５８までの１２件です。転用行為別に見ま

すと、農業機械置場が１件、ライスセンターが１件、資材置場が２件、分家住宅が

７件、店舗兼駐車場が１件です。 



面積につきましては、田５，３９６.８４㎡、畑１，７９２.３０㎡、合計７，１

８９.１４㎡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１５８です。申請日

は平成３０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、コンビニエンスストアを全国展開している譲受人が、主要道

路沿いで近傍に自社店舗が無い地域において、譲渡人の田を転用し、コンビニエン

スストアと駐車場を構築するものです。 

平成３０年５月２１日に農用地利用計画の変更（除外）の申請があり、土地選定

理由や規模決定根拠等について審議を重ねた結果、平成３０年８月１０日に内諾を

しております。 

事業期間につきましては、平成３０年１２月より着工し、平成３１年５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、申請地は宅地と道路に囲まれ周囲に農地は残りませ

んが、境界にコンクリートブロックやメッシュフェンスを設けて周辺環境に影響を

及ぼさないよう配慮されています。 

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

溝などを設けて南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。 

店舗については、都市計画法３４条第９号の沿道サービスに該当し開発許可申請

と水路占用許可申請も併せて提出されております。 

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１２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、本案件のほか受付番号１４８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、１０月１６日火曜日に 

長谷部勇委員と太田千尋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 



 

  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３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２１から２４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３６，５５８.００㎡、畑１，８２７.００㎡、合計３８，３

８５.００㎡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４ 報告第１０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４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２５から２７の３件です。転用行為別に見ますと、駐車場の設置が２件、住宅

の建築が１件です。面積は、田 ９４５．００㎡です。  

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８７から９４までの８件です。転用行為別にみますと、

駐車場の設置が１件、分譲宅地用地が１件、住宅の建築が３件、共同住宅の建築が

１件、道路敷地が１件、店舗の建築が１件です。面積は、田１，４８４．００㎡、

畑１，５１１．１２㎡の合計２，９９５．１２㎡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１４６から１５６までの１１件です。解約事由別にみま

すと、売却するためが６件、転用するためが３件、自作するためが１件、 

他者に賃貸しするためが１件です。面積は、田２０，０７４.００㎡、畑 １，５４

１.００㎡、合計２１，６１５.００㎡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５

の１件です。変更の事由としましては、一体利用地を追加して作業場全体の計画を

見直し、併せて計画地の一部について許可期限を７ヶ月間延長するためが１件です。

面積は、田 ３，２４０.００㎡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。 

 

  １ページ、資料１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

た生産緑地につきまして、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。土地の概要といたし

ましては、１ページ及びその次のページの位置図のとおり、篠目町地内の２筆で、

面積は２，３４９.００㎡でございます。調査の結果、買取りを希望される方がお見

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。 

 

２ 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、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。 

  例年、皆様にはデンパークの年間パスポートの購入にご協力をいただきまして、

大変ありがとうございます。この件は、昨年の同じ時期にご購入いただいたパスポ

ートの有効期限が１１月末までとなっておりますので、改めての購入をお願いさせ

ていただくものでございます。そして、このことに伴いまして、今月の開催通知に

は３ページの申込書を同封させていただきました。 

  では、４ページをご覧ください。ここで、デンパークの概要と近況について簡単

にご説明いたします。平成９年に開園したデンパークは、今年度で２１年目を迎え

ておりますが、ここ数年の入園者数は、ご覧のとおり増加傾向にございます。特に

昨年度（２９年度）は、３月のリニューアルオープンなどの効果もあって年度末の

入園者数が伸びたことから、年間の目標入園者数の５５万人を上回ることができま

した。 

  さらに、今年の上半期では２８万８千人余りと、昨年の同時期を上回る入園者数

を記録していますが、入園者数というのは天候不良などの影響を受けやすいため、



決して楽観視はできない状況です。デンパークはもともと、都市と農村の交流及び

農業を始めとする産業の振興に寄与することをテーマとしておりますので、農業の

振興をリーダー的な立場から推進していく農業委員と推進委員の皆様には、引き続

き年間入園者数の目標が達成できるよう、今後ともデンパークに足を運んでいただ

きますようよろしくお願いします。 

では、３ページのパスポートの件に戻りまして、料金につきましては、個人パス

ポートが２，４００円、家族パスポートが４，８００円でございます。このうち、

個人パスポートをご購入の場合は、親睦会の積立てから代金分を引き落としさせて

いただくのみですが、家族パスポートをご購入の場合は、さらに差額分として２，

４００円を現金で、来月の農業委員会で集金させていただきますので、お手数です

がご用意くださいますようよろしくお願いします。 

なお、家族パスポートは、本人様を含めて同居の家族４名まで利用者の登録がで

き、この場合は１人１枚ずつパスポートが発行される仕組になっております。 

続いて、申込書につきましては、本日の会議の終了後までに事務局職員へお渡し

くださいますようお願いします。もし、事前送付いたしました申込書を本日お忘れ

になられた方がいらっしゃいましたら、事務局にお申出ください。 

最後に、本日お申込みをいただきましたら、パスポートは次回の農業委員会でお

渡しをする予定でございます。 

  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。 

 

３ 視察に代えて実施する特別研修会について 

 

  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。 

 

５ページの資料３をご覧ください。まず、「１」ですが、この件についての経緯か

らご説明いたします。従来、第２２期の農業委員会までは、委員の任期の１年目は

公費により、そして、２年目及び３年目は私費により、毎年他の自治体などに出向

いて視察を実施することが慣例となっておりました。 

しかし、昨年度に始まった第２３期では、任期１年目の視察は従来どおり実施い

たしましたが、発足時に親睦会の月々の積立額を減額したことなどもありまして、

任期２年目、つまり今年以降につきましては、視察の在り方自体を再検討すること

が課題とされておりました。そこで、これまで運営委員の皆様にご検討をいただい

た結果、今年度は視察を行わずに、代わりに、毎月の定例会終了後に開催している

研修会よりも時間を長く使い、より深く学ぶための特別研修会を開催することが、

先月の運営委員会で決定いたしました。 

では、その研修の概要を申し上げますと、資料では「２」の部分ですが、まず、

（１）の実施の日時につきましては、来年１月の農業委員会の開催予定日に当たる、



１月２２日火曜日の午後１時から４時ごろまでを考えております。これに伴いまし

て、定例の会議の日程は、資料にありますように午前中に移りまして、午前１０時

から運営委員会、１１時から定例会を開催することになります。また、当日はお昼

の時間帯を挟む日程となりますので、事務局で昼食を手配いたしまして、代金につ

いては後日親睦会の積立金から支払う方法を採らせていただきます。そして、場所

は（２）のとおり第１０会議室を使用しますので、通常の会議の場合と変わりはご

ざいません。 

次に（３）の、内容につきましては、東京の全国農業会議所の専門相談員を講師

としてお招きしまして、相続税の納税猶予や相続への対策などについてご講義をい

ただく予定をしております。さらに詳しいことは、今後先方との協議が整い次第報

告をさせていただきますが、本日はまず、当日の日程等についてあらかじめご予定

をいただくために、簡単にご説明をさせていただきました。 

  この件については、以上でございます。 

 

  議長から次のとおり補足があった。 

 

  私からここで補足でございますが、２３期は２年目はこういう風な特別研修会と

いうことで、運営委員会で決定させていただきましたが、３年目につきましては、

みなさまの積立額も貯まってくるということで、運営委員会の今のところの考えで

は私費でもっての県外視察研修に行くことを考えておりますが、これは３年目にな

ってみなさまからご意見をお伺いまして、お諮りした結果で運営委員会で決定した

いと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

  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。 

 

まず、１ 粘土採掘場の現地調査について、６ページ、資料４をご覧ください。 

  この現地調査は、粘土採掘現場における事故防止や、適切な現場管理が行われて

いるかなどを確認することを目的としまして、春と秋の年に２回実施しているもの

です。今回の調査日時は、平成３０年１１月２日金曜日、午後１時半から４時半ま

での予定でございます。 

 調査の箇所数としましては、１０月１１日現在での状況ですが、市内全域の１８箇

所で、総面積は 約１０３，１３５.００㎡でございます。 

そして、今回、農地利用最適化推進委員の中からご参加いただくのは、木村丈樹

推進委員、石川和明推進委員、近藤正俊推進委員、都築春義推進委員の４名で、ほ

かに県農政課、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の職員が参加をし、４班に分かれて調査をいたします。 

  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。 

  現地調査の終了後は、調査結果をもとに意見交換会を行いまして、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、２ 平成３０年度第１回西三河地域協議会についてでございますが、

１１月１日、木曜日の午後２時から、安城市役所本庁舎３階の災害対策本部室で開

催されますので、会長及び事務局が出席をします。 

続いて、３ 愛知県市部農業委員会長会定例総会でございますが、１１月８日、

木曜日の午後２時から、西尾市の西尾コンベンションホールで開催されますので、

会長及び事務局課長が出席をします。 

次に、４ 碧海５市農業委員会会長会議でございます。今年度は安城市の主催に

より、１１月９日、金曜日の午後４時から、安城市役所さくら庁舎の第３５会議室

で開催しますので、会長、会長職務代理者及び事務局が出席をします。 

最後に、５ 次回予定でございますが、次回は、１１月２２日、木曜日の午後１

時３０分から、赤松町のＪＡあいち中央総合センター生活館２階の応接室で運営委

員会を、午後２時３０分からは、定例会を、同じく生活館２階のホールで開催する

予定でございますので、お間違いのないようお願いいたします。 

では、７ページの資料５をご覧ください。これは、ＪＡ総合センター付近の案内

図でございますが、お車につきましては、中支店の店舗の目の前に当たる、地図の

中央部に斜線で示した箇所以外であれば、施設内のどの駐車場に停めていただいて

もよいとのことです。ただ、もし混雑するようであれば、道路を挟んだ東側の「Ｊ

Ａ専用駐車場」とある、下線を引いた駐車場の利用もご検討いただくようお願いし

ます。 

そして、次回の会場を生活館としたのは、次第の最後に書いてあることが主な目

的なのですが、午後３時３０分ごろからは、デンパークで開催されるあいち花フェ

スタ２０１８を見学するために、徒歩でデンパークに移動しまして、 

入園後に解散、その後は自由行動とさせていただく予定でございます。このように、

次回の開催日は花フェスタが地元で開催されるという貴重な機会と重なりますので、

是非園内の雰囲気をお楽しみいただくとともに、定例会の会場の変更につきまして

も、ご了承いただきますようお願いします。 

 

ここで事務局課長から花フェスタの概要について話させていただきます。 

 

事務局課長でございます。それではチラシの方を見ていただきたいと思います。

あいち花フェスタですが、愛知県は３０年以上花きの生産が日本一です。ですが、

消費については芳しくありません。ということで、花の消費を進めようというこ

とで、開催される県の催しものでございます。 

主催のところを見てもらいますと、実行委員会としまして、安城市とあります。

それから、あいち中央農業協同組合、安城市温室園芸組合、公益財団法人安城都



市農業振興協会、これはデンパークの組織になります。このように、市と県とＪ

Ａが協力しながら実行委員会を作っています。 

また、協賛を見ていただきますと、イノアックコーポレーション等、市内の企

業にも協賛していただいております。 

日時としましては、１１月２２日から２５日の４日間で、この期間はデンパー

クの入園は無料となります。特に、２２日はオープニングということで、４日間

開催されますけれども、やはり花の飾り付けですので、１日目が一番きれいだと

思います。午前中知事もみえまして、オープニングセレモニーを行います。 

内容はと言いますと、裏面見ていただきますと、花りんピックという、花とス

ポーツの秋をかけたものであり、スポーツといいましても、体を動かすとかでは

なく、ちょっとした遊びでございます。 

また、西三河グルメ祭りということで、西三河の美味しいものが色々あります

ので、楽しみにしておいてください。 

それから、ステージがあります。２２日はオープニングセレモニーが中心とな

ってしまいますが、２３日から２５日の３日間は色々イベントもありますので、

見に行っていただければと思います。 

２２日につきましては、午後３時半くらいから見ていただくのですが、閉園が

午後４時半なので、１時間弱かなと思いますが、花フェスタを楽しんでいただけ

ればと思います。以上です。 

 

岡田係長から以下のとおり、追加で説明があった。 

 

デンパークの入園なんですけれども、この花フェスタの開催期間は無料になり

ますので、パスポートなどを提示していただく必要はございません。 

   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５分、議長は閉会を宣する。 

 


