
 

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 平成３０年１１月２２日（木） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時１５分 

会   場  ＪＡあいち中央総合センター生活館２階ホール 

 

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 正広 委員、稲垣 英男 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 

 

 

７  柴田 孝敏 委員 

１２ 鈴木 貴士 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 

 議事録署名者は ７ 柴田 孝敏 委員 １２ 鈴木 貴士 委員 

 また、欠席者は １３ 近藤 正広 委員、５ 稲垣 英男 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４８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４８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４１から４４の計４件です。申請内容は、売買が２件、

交換が２件です。譲受人の理由は、農耕に精進するためが２件、耕作の便宜を図る

ためが２件です。譲渡人の理由は、相手方の要望によるためが１件、相続で取得し

たが、農業を引き継ぐものが不在のためが１件、耕地交換のためが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２，８３８．００㎡、畑４１４．００㎡、合計３，

２５２．００㎡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４９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４９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１５９から１６７までの９件です。転用行為別に見ます

と、駐車場が２件、診療所が１件、調剤薬局が１件、駐車場兼資材置場が１件、分

家住宅が４件です。面積につきましては、田７，４１９.００㎡、畑８４０.００㎡、 



合計８，２５９.００㎡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１６５です。申請日

は平成３０年１１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、譲受人が、譲渡人の田を転用し、

駐車場として転用するものです。 

申請地近郊に工場を構える譲受人は、事業規模の拡大により社用車及び従業員用

駐車場が増え、慢性的な駐車場不足に悩まされております。今回申請地を駐車場と

して利用することで、車両配置を見直し作業効率の向上を図りたいとのことです。

事業期間につきましては、平成３１年１月中旬より着工し、同年３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、南側に水田が残るため、境界にコンクリ

ートブロックを設けて土砂の流出を防ぐ計画になっています。加えて、転用後も隣

接水田の排水が適切に行えるように、転用する敷地内に水田の排水の為に必要なＵ

字溝を設けます。排水計画については砕石敷で地下に浸透させ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９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、受付番号１６２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、１１月１５日木曜日に 

加藤まさ江委員と大見由紀雄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。 

 

ここで現地調査をされました、大見、加藤両委員に各案件についてお気付きの点

がありましたらご発言をお願いします。 

 

〇大見 由紀雄委員 

 

 １１月１５日に現地調査をさしていただきまして、個別の案件ということではなく

て、全体を通じまして思ったことを述べさせていただきたいと思います。私共、農業

委員、推進委員の立場として、地主に寄り添って地主の立場を十分に尊重しながら対



応しておりますが、やはり一方で地域の方で必ずしもこうした案件・転用について同

意をしかねるというような声も最近増えておりまして、そうしたことから、地域の調

整会議と言いますか、町内のそうした会議、私の地元ですと、開発委員会という言い

方をしておりますが、そうしたものの重要性が現地調査を通じてさらに大事になって

くるのではないか、そんな気がいたしました。といいますのは、ご案内のように、こ

の案件が町内会長、推進委員という風に書類が行政書士等から回るわけではあります

が、そうした折、町内会長は農家の方ではない方も増えておりまして、内容について

十分に熟知できない点も多々あるかと思います。私の町内会でも推進委員がこれは少

し問題があるということで、町内会長が了承していても、ストップと言うようなケー

スもございました。案件がややもするとするするっと進む、進むとしましても、開発

基準だとか農振、それから農地法の基準に適合しているとして進んでいくが、そうし

た中でも、地域の住民の方々の温度差が考えられる場合があるので、推進委員や農業

委員、町内会長が個人攻撃に合わないためにも、地域の調整会議、こうしたものがこ

れから機能していかないと、なかなか難しいのではないかと思いました。感想として

申し上げておきます。 

 

〇加藤 まさ江委員 

 

 １１月１５日に９件の現地調査に行って参りました。その中で気付いた点を報告し

たいと思います。受付番号１６２の山崎で運送業者に駐車場兼資材置場で貸すという

件ですが、その土地は以前貸していた団体業者が倒産してしまい、ごみの山にしたま

ま逃げてしまいました。廃棄物で詰まった残土の山を処理して整地するのは大変だな

と思いました。 

 また、主要道路に面しておらず、農道を使っての出入りとなるため、農道の傷みを

想像するととても心配になりました。 

 次に、受付番号１６３の福釜町で１枚の田を分筆して、長年その地域に住んでいる

人の分家住宅として売る。核家族が増えている現状では、宅地を買うと高いので、安

い農地を宅地として分けてもらうということです。残った農地を誰が耕作するのでし

ょう。地主が農地を守っていこうという気持ちが薄くなってきてしまった現代、農地

として売ると安いので、分家宅地として売る、こうして農地は減っていくのだなと思

いました。 

 以上です。 

 

 事務局から補足する点があればお願いします。 

 

〇古居専門主査 

 

 受付番号１６２の山崎の件ですが、確かに道路の破損等は懸念されますが、その場

合は維持管理課等と協議して原因がこの会社であるということなら、補修を指導して



いくという形になります。過去にそういった経緯がありましたが、県の廃棄物対策課

等とも確認しておりまして、その後、産業廃棄物等は撤去されて、しばらく農地で使

われていたことは、固定資産税部局とも調整して確認しております。今回転用するこ

とによって今後は永久に駐車場兼資材置場として使っていくと聞いております。 

 以上です。 

 

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 

 今申請のあった山崎の件で、駐車場兼資材置場で使われるということですが、地権

者の方あるいは使用者の方に、農業用排水路の清掃に参加するということを正しくご

指導いただきたいと思います。 

 

〇古居専門主査 

 こちらの件につきましては、平成３年５月に除外申請という形で出ております。そ

の時に町内会の方に、意見書をもらっておりますが、その時に排水のことについては

協議していると聞いています。ただ今後、使っていく者に対しても、代が変わったり

すると忘れられるといけないので、こちらからも行政書士を通じて申請者に対し、力

強く話をしてい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３ 第５０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５０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６の１件です。買取申出の事由は、疾病により耕作が不

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条を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２５７㎡となっております。 

 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５１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５１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２５、２６の２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１３，３６

３㎡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５２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５２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」

をご覧ください。 

 今回、新規設定を行う面積が２，４４２㎡、期間満了による更新の面積が３０６㎡、

合計２，７４８㎡となっています。 

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、１２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。明細表につきまし

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、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第６ 報告第１１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１１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２８の１件です。転用行為別に見ますと、駐車場の設置が１件です。 

 面積は、田２０４．００㎡、畑１０．５２㎡の合計２１４．５２㎡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９５から１００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１件、学習塾の建築が１件、敷地の拡張が１件、道路の設 

置が１件です。面積は、田 ４９３．６６㎡、畑 ６３７㎡の合計１，１３０． 

６６㎡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１５７から１６７までの１１件です。解約事由別にみます

と、譲渡するためが１件、他者に賃貸しするためが１件、収用のためが１件、 転用

するためが４件、売却するためが２件、自作するためが１件、労力不足のためが１件

です。面積は、田 １１，９９４．００㎡、となっております。 

最後に、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２及び

３の２件です。受付番号２につきましては、平成５年建年の居宅兼物置が建っており、

現在も利用中です。 

 また、受付番号３につきましては、昭和４４年建年の物置が建っており、現在も利

用中です。面積は田２１６.００㎡、畑８３.００㎡の合計２９９.００㎡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。 

 

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 特別研修会のテーマに関する質問票の提出について 

 

 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。 

 

 定例会資料の１ページ、資料１をご覧ください。先月の定例会におきまして、今年

度は視察を行わずに、代わりに通常の研修会よりも内容を掘り下げて学ぶことを目的

とする特別研修会を実施することをご案内いたしました。 

 そして、資料にはその概要が記載してございますが、先月の定例会での説明と多く

の部分は重なりますので、本日は、その後、講師の先生との協議で新たに決まった事



項についてのみご説明いたします。 

まず、研修の時間ですが、休憩時間を含んで最長でも２時間程度となる見込みです。

したがいまして、終了時刻の目安は午後３時ごろになると思われます。 

次に、資料では「３」の部分に当たります、内容ですが、テーマは「誰でも必要な

相続対策」ということで、身近な相続対策に関する興味深い話題を中心に、相続税の

仕組みや納税猶予制度の説明を織り交ぜていただく内容とする予定でございます。 

そして、ここからが本題となりますが、２ページをご覧ください。本日はこの、特

別研修会に関する質問票という様式を別紙として皆様にお配りしてございますので、

今申し上げたテーマに関しまして、講師に対するご質問や、詳しくお聞 

きになりたいことなどがございましたら、この様式にその内容及び提出者のお名前

等を記載の上、次回、１２月２５日の農業委員会までに事務局へご提出いただきま

すようお願いします。なお、ご提出いただいた質問事項等につきましては、取りま

とめの上事前に講師へ通知いたしまして、当日の講義の中では何らかの形で取り上

げていただく予定でございます。 

  

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。 

 

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 平成３０年度（第３３回）安城市農業賞等についてですが、この件は

農務課の農政係が担当をしておりますが、本日は代わって私から説明をさせていた

だきます。では、別添の資料「第３３回安城市農業賞」と見出しのあるものをご用

意ください。 

この安城市農業賞は、昭和６１年度にスタートし、地域農業の発展に努力されて

いる方、農業経営が他の模範となる方、農業後継者で今後活躍が期待される方など

を表彰することで、本市の農業の一層の振興を図ろうとするものでございます。そ

して、本年度も例年のように「地域づくり活動部門」、「営農部門」、「農業青年奨励

部門」の３部門を選考させていただきました。 

選考につきましては、安城土地改良区及び農用地利用改善組合から推薦された方

を、去る１０月２４日開催の安城市農業振興協議会幹事会で事前審査し、１１月７

日開催の安城市農業振興協議会で決定していただきました。 

その結果、「地域づくり活動部門」につきましては、「日本デンマーク村」様に、

「営農部門」につきましては、「柴田孝敏」様に、「農業青年奨励部門」につきまし

ては「加藤公健」様にそれぞれ決定しました。 

では、資料を一枚めくっていただきますと、各受賞者の方の業績が記載してござ

いますので、順にご説明いたします。 

まず、「地域づくり活動部門」でございます。受賞者の日本デンマーク村様は、池



浦・新田地区の環境保全会として平成１９年４月に設立され、農業施設及び農地や

農村環境の保全と質的向上を目指し活動されています。年間を通じて、草刈りや水

路の泥上げなどの活動のほか、破損した用排水路施設等の補修を実施し、良好な親

水空間の保全に寄与しています。 

また、地域の障害者福祉施設や地域住民との農業体験交流、休耕田を利用したコ

スモス畑の植栽、管理など地域景観の向上にも取り組み、農業への啓発活動を積極

的に実施しています。 

続いて、「営農部門」の「柴田孝敏」様でございます。 

柴田様は、平成元年に親元就農され、米・麦・大豆の生産を中心に農業を開始し、

平成４年にＪＡあいち中央営農部会に加入し、省エネ、大型機械の導入等の検討を

重ね、経営規模を４０ヘクタールまで拡大されました。平成２３年からは安城市農

業委員、里町農用地利用改善組合副会長、また、ＪＡあいち中央営農部会副会長を

歴任され、地元からの信頼も厚く、里町の環境保全会では、水路やのり面の草刈り

の実施や学校教育として農業のＰＲ活動を行うなど積極的に地域活動をされていま

す。 

また、先進的な農業も他に先駆けて取り組まれており、ドローンを利用した農薬

散布の実施など、環境負荷に配慮した農業や、大規模営農ではなく個人でも先進的

な農業を実践している点が、地域の他の担い手への模範となっており、今後地域へ

の波及効果も期待されます。 

続いて、「農業青年奨励部門」の「加藤公健」様でございます。加藤様は、平成１

６年４月に親元で就農し、水稲栽培を中心とした農業経営を開始されました。そし

て、平成２４年に父親より経営移譲を受け、同年４月に認定農業者となられており

ます。農業従事者の高齢化が進む中、耕作放棄地を作らないため積極的に権利設定

を行い、耕作地を大幅に拡大されました。現在中間管理事業や利用権で権利設定を

されている土地が３７１件あり、個人経営の農耕地としてはかなり多い件数となっ

ております。 

平成２８年にはＪＡあいち中央青年部部長を務められ、地域の障害者との農業体

験を通じた交流を行うほか、ゴミ拾い活動や、七夕まつりへのブース出店など地域

貢献活動を積極的に実施されております。また、地域の中学校での職業セミナーに

出向き、子供たちへ農業をＰＲするなど、農業を次世代へ伝える取組もされており、

今後も地域農業を積極的に引っ張っていく立場として、将来の地域農業の発展に欠

かせない存在として期待されています。 

以上の方の受賞式につきましては、１２月１８日火曜日に農用地利用改善組合

長・農務連絡員の合同会議の席上で行う予定でございます。 

続きまして、新規就農者の紹介をさせていただきます。資料の右側のページの下

の表をご覧ください。 

本市では、毎年年末の農業賞表彰式に併せて新規就農者の激励会を開催しており

ます。対象となる新規就農者の方は、普及課、ＪＡ、各地区農用地利用改善組合な

どから情報提供をいただき、内規に基づき、また、本人への確認を行った上で決定



します。 

その結果、今年の対象者はご覧の１０名となりました。このうち、イチゴで新規

参入された●●●●様につきましては、法人設立の時期である昨年６月が就農時期

となりますが、実際に農業を始めたのが今年の２月であるために、また、水田作で

親元就農の●●●●様につきましては、把握の時期が遅れたため、昨年度紹介がで

きずに今年度になったという事情がございます。 

このほか、農事組合法人耕福で従事される●●●●様。少量多品目の露地野菜で

新規参入されました●●●●様。果樹、水田作で親元就農されました●●●●様。

肉牛で親元就農されました●●●●様。水田作で親元就農されました●●●●様。

いちじくで親元就農されました●●●●様。少量多品目の露地野菜で新規参入され

ました●●●●様。サツマイモを中心とした露地野菜で新規参入されました●●●

●様が対象となります。 

この件については、以上でございます。 

 

 ２ 粘土採掘場の現地調査結果について 

 

  上記報告事項について、山本主査から次のとおり説明があった。 

  

  粘土採掘場の現地調査結果について、をご覧ください。現地調査の結果につい

て報告いたします。 

１１月２日金曜日、午後１時３０分から午後４時まで実施いたしました。調査

対象は市内全域で１８箇所、総面積は１０３，１３５．６０㎡です。調査員は、

農業委員会からは木村丈樹委員、石川和明委員、近藤正俊委員、都築春義委員の

４名にご協力いただきました。それから、県の農政課、廃棄物対策課、安城警察、

西三河の粘土組合、市役所の関係各課、合計１９名で４班に分かれて現場を調査

し、危険防止対策等の有無、道水路の保全状況等の有無などを調査いたしました。 

指導内容としましては、危険防止柵の不備、道水路の清掃に関する指導が６件

となっております。 

これらの内容は、各施工業者に対し、１１月８日付け文書にて指導をいたしま

して、１２月７日までの是正を求めています。 

 

以上で報告を終わります。 

 

続いて、残りの連絡・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。 

 

３ 平成３１年農業委員会開催日程についてですが、別添、Ａ４、カラー刷りの

資料をご覧ください。 

来年の農業委員会の開催予定日が決まりましたので、概要についてご説明 

いたします。まず、開催日につきましては、慣例に従いまして、原則として毎月２



２日としておりますが、その日が土曜日又は休日に当たるときは、次の最初の平日

に設定しております。ただし、以上の考え方にかかわらず、２月及び１２月につき

ましては、会場の手配などの都合上、２５日を開催日としておりますので、他の月

の開催日と併せまして表でご確認いただくとともに、ご予定いただきますようよう

お願いします。 

なお、会場につきましては、今のところはすべて、こちらの第１０会議室を予定

しておりますが、例えば今回のように事前にお知らせした上で変更することもござ

いますので、ご了承くださいますようお願いします。 

続きまして、４ 全国農業委員会会長代表者集会でございます。１１月２９日木

曜日に東京で開催されますので、杉浦会長が、愛知県農業会議の西三河地域協議会

の代表として出席されます。その際には地元国会議員に対する要請活動が行われま

すので、要請したい事項がございましたら、１１月２６日月曜日までに事務局へお

申し出ください。 

 次に、５ 本日の提出物でございますが、１１月中に実施していただきました遊

休農地及び違反転用農地の指導に関する報告書を事務局にご提出くださいますよう

お願いします。この報告書を基に、８月の農地パトロール分と併せて、予算を考慮

した報酬の額を算定いたしまして、年内には報酬をお支払いさせていただきます。 

次に、６ 配付物につきまして、本日は、先月お申込みをいただきましたデンパ

ークの年間パスポート、農業委員又は農地利用最適化推進委員手帳、及びのうねん

１１月号をお配りいたしましたので、ご活用ください。 

では、このうち、デンパーク年間パスポートについて若干ご説明いたします。 

まず、実際にご使用いただく際には、同封されている説明書の内容に従い、必ず

お名前と年齢を記載していただきますようお願いします。 

その際、パスポートは男女別に色が異なりますので、特に家族パスポートをご購

入の場合は、お間違いのないようそれぞれの表示内容をよくご確認ください。 

そして、家族パスポートを申し込まれた方からは、本日差額分の２，４００円を

集めさせていただいておりますので、ご了承ください。また、従来から個人的にパ

スポートを購入されているなどの理由で今回申込みをされなかった方には、来月の

農業委員会で２，４００円を返金させていただきます。 

  最後に、７ 次回予定でございます。次回は、１２月２５日火曜日、午後３時か

ら災害対策本部室にて運営委員会、午後４時から第１０会議室にて定例会、午後５

時３０分からすず岡にて懇親会を開催します。 

  次回は今申し上げましたとおり、懇親会を予定しておりまして、市長が出席され

る予定でございます。これに伴いまして、通常より１時間３０分遅く会議を開催い

たしますので、お間違いのないようお願いします。 

なお、研修会はお休みをさせていただきますのでご了承ください。 

 

  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１５分、議長は閉会を宣する。 

 

 


