
 

  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 平成３１年１月２２日（火） 

 開会 午前１１時００分 

 閉会 午前１１時５０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               ２２名 

 

鳥居 益夫 推進委員、近藤 正俊 推進委員、神谷 善郎推進委員、 

神谷 孝雄 推進委員、中田 晴久 推進委員、太田 俊夫 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１１時、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 ５ 太田 良子 委員 ９ 浅井 清幸 委員 

 また、欠席者は ９ 鳥居 益夫 推進委員、１０ 近藤 正俊 推進委員、

１１ 神谷 善郎 推進委員、１３ 神谷 孝雄 推進委員、 

１７ 中田 晴久 推進委員、１８ 太田 俊夫 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１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１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１から３、設１から設３の計６件です。 

申請内容は、売買が３件、賃借権の設定が２件、使用貸借による権利設定が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、相手方の要望によるためが４件、生活資金充当のためが１件、 

経営移譲のためが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８，６６０．００㎡、畑３６５．００㎡、合計９，

０２５．００㎡ 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２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２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１から１１までの１１件です。転用行為別に見ますと、

分家住宅が６件、駐車場が３件、住宅が１件、粘土採掘場が１件です。面積につ

きましては、田８，０９１㎡、畑１，６５８.０２㎡、 合計９，７４９.０２㎡

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４です。申請日は

平成３１年１月７日、同日農業委員会受付となっております。所有権の移転によ

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。平成３０年８月に農用地利用計画変更（除外）申出

を受け、県との事前協議の末内諾をしております。 

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。申請者は、従業員用駐車場と併せて約４６０台分の駐車場を用意してお

りますが、来客用駐車場としては１６０台程しかなく、慢性的な駐車場不足の解

消のため１４２台分の駐車場を増設したいということです。 

事業期間につきましては、平成３１年３月より着工し、同年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、周囲は宅地や水路に囲まれており隣

接地には農地が残りませんが境界にはブロックを設置します。排水は雨水のみ

ですが、砕石舗装で地下浸透させつつ、勾配をつけて表面貯留させ、オリフィス

枡等で流量調整しながら既設排水路に放流する計画となっております。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、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ま

す。 

 説明案件を含む１１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、本案件及び受付番号１１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、１月１６日水曜日に浅井

清幸委員と近藤正広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、浅井、近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。 

 

〇浅井 清幸委員 

 

 かねてから愛知中央農協としては駐車場が少ないために、もう始まっていま

すが、中の再編成をしようとするときには、長年土地買収を願っていたところ昨

年やっと買収ができ、それによる中の再編成が今から有効にされていくだろう

ということで、碧海地区の基幹農協の総合センターとしての利用度がうんと高

まるということを私は一組合員として前から望んでいたところです。これによ

って、組合員の方が総合センターに参集される折に不自由なく来ていただける

ということになるということで、喜ばしく思っております。その他の案件につき

ましては、隣接の宅地等もあるものですから支障はないと考えております。以上

です。 

 

〇近藤 正広委員 

 

 特に問題なく現地調査を実施することができました。前回の件数に比べて少

なく、非常に助かりました。以上です。 

 

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３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３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１から２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７，９５４㎡、畑５６８㎡、合計８，５２２㎡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 第４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４第４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。 

本日、お手元に当日配布させていただきました資料の中から、「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３１年２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５，６４５㎡、期間満了による更新の面積が、１

１，６６２㎡、合計１７，３０７㎡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、２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、実施総括表の明細と農用地利用集積計画とな

っております。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５ 報告第１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１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１の１件です。転用行為の概要は駐車場の設置です。面積は、田１，３１

７㎡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１１４から１１６及び１の４件です。転用行為別にみ

ますと、住宅の建築が３件、分譲宅地用地が１件です。面積は、田５０３㎡、畑 

９７８㎡の合計１，４８１㎡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１８１から１９１及び１から８の１９件です。解約事由

別にみますと、売却するためが５件、収用のためが９件、自作するためが１件、

他者に賃貸しするためが３件、転用するためが１件です。面積は、田２４，２６

７．９８㎡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 

 

・ 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。 

 

 定例会の資料の１ページ、資料１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、里町地内の１筆で、面積は２５７㎡です。買取希望価格は６，４０

０万円と伺っておりますので、㎡当たりの単価では２４万９，０００円余りでご

ざいます。 

 なお、２ページ及び３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、２月１８日、月曜

日までに電話等で事務局へご報告いただきますようお願いします。 

 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・報告事項について岡田係長から次のとおり説明があった。 

 

 まず、「１ 平成３０年農業委員会活動報告について」は、毎年この時期に行

っております、本農業委員会の前年の活動状況についての報告案件でございま

す。 

資料は２種類ございますが、一つは定例会の資料２、４ページから７ページま

で、それから、もう一つは別冊としてお配りしてある平成３０年農業委員会報告

書の冊子でございます。このうち、資料２の４ページ以降は、別冊の報告書の中

で使用されている用語の説明や、その他の補足事項が記載してありますので、ご

自宅に帰られて報告書を改めてご覧になる際の参考としていただければと思い

ます。 

それでは、ここからの説明は、別冊の平成３０年農業委員会報告書に沿って行

いますので、その１ページをご覧ください。 

まず、農地法第３条による申請の処理状況についてご説明いたします。 

（１）の件数及び面積の表では、上段は所有権移転、下段は賃借権等の権利設定

の件数と面積がございますが、合計で５５件、８万１，１４４㎡の申請がありま

した。 

 続いて（２）の内訳でございますが、アは譲受人の経営面積別に、イは譲渡人

の理由別に整理しております。このうちイにつきまして、譲り渡す理由としては、

例年と同じく相手方からの要望によるためというものが３２件と、最も多くご

ざいました。 

次に、２ページをご覧ください。農地法４条及び５条申請の処理状況につきま

して、ごく簡単にご説明いたします。 

表の上段は地方公共団体の、下段はそれ以外の一般の許可及び届出案件につい

ての件数と面積の一覧となっております。 

このうち、一般の案件の５条転用許可の件数につきましては、分家住宅が１００

件と最も多く、面積の合計が最も大きいものは、粘土採掘場の一時転用を含む駐

車場・資材置場としての転用で、約１１．２ｈａとなっております。 

以上のものを始めとする合計は、件数で３７６件、面積で約３８ｈａでしたの

で、前年の面積約２８ｈａと比較して、約１０ｈａの増となっております。 

その要因といたしましては、榎前工業団地西地区の造成に関して、約１２．５ｈ

ａの転用があったことが、ほぼすべてを占めているといえます。 

続いて３ページをご覧ください。こちらには農地法３条から５条までの町別

の処理状況が記載してございます。このうち３条申請は、和泉町が最も多く９件

となっております。 

また、４条では桜井町が１０件、５条でも桜井町が４９件と、区画整理事業施



工中の桜井町の件数が多いことが分かります。 

 続いて４ページですが、こちらは農地法第１８条の処理状況でございますが、

賃借権の合意解約としての届出のあったものが、１９１件、約２８万８，４００

㎡ございました。 

 続きまして、５ページ、取消一覧表をご覧ください。計画の中止や変更等に伴

う許可や届出の取消しの申請が、３件、３，０５２㎡ございました。 

 続きまして、６ページの、比較対照表をご覧ください。 

この表は、ここまでにご説明いたしました各種申請等の処理状況を、２９年と

３０年で比較できるようにしたものですが、全体としては件数、面積ともに増え

ております。 

 次に、７ページをご覧ください。農業経営基盤強化促進事業による農用地利用

集積計画についてでございますが、まず、（１）の表に関しましては、昨年中に

設定された利用権の面積の合計は、約３０９万５，４００㎡で、再設定率は９

９％、利用権の移転は、約７９万２，１００㎡でございました。 

また、表の一番下の、農地中間管理事業による権利設定につきましては、約１

８万３，２００㎡でございましたので、２９年の実積の約２９万７，３００㎡と

比べて減少しております。 

次に、（２）の表は、現在のすべての利用権設定状況を表すものですが、ここ

でいう利用権というのは、円滑化事業はもちろん、農地中間管理事業や畑・樹園

地利用促進制度による権利設定のすべてを含む、広い意味のものを指しまして、

その合計面積は、２１万９，７８７ａ、約２，１９８ｈａとなっております。 

そして、この面積というのは、次の８ページにございます、これまでの本市の農

地集積の経過を平成元年から表にしたものの最後の行、つまり、平成３０年時点

の集積面積の合計と一致しております。 

 続いて、９ページをご覧ください。こちらは、集落別の農地集積の実績でござ

いますが、安城市全体の権利設定率では、６０．３％と、前年よりも１．３％伸

びております。 

 続きまして、１０ページは、相続税・贈与税の納税猶予に関する状況でござい

ますが、 

平成３０年の相続税の納税猶予適格者証明については、２６件、約１９万３，８

００㎡ございました。 

続きまして、１１ページの１０、農地改良届につきましては、田畑転換が２件

で、面積は７１２㎡でございました。 

その下の、１１の諸証明願につきましては、耕作証明の５０２件を含む、合計６

４５件でしたので、前年の５５７件と比較してだいぶ増加しております。 

 続きまして、１２ページをご覧ください。農業委員会関係事業についてご説明



申し上げます。 

まず、（１）の農地移動適正化あっせん事業、（２）の農地等利用関係紛争処理

事業ですが、平成３０年中の実績はございませんでした。 

次に、（３）の認定農業者育成事業ですが、認定農業者数につきましては、先

月の定例会でもご報告いたしましたとおり、平成３０年の実積は１４人でござ

います。内訳としては新規が２人、再認定が１２人で、結果、現状の認定農業者

数は１５９人となっております。 

 続きまして、１３ページをご覧ください。（５）の家族経営協定活動につきま

しては、年度ごとで実績を出してございますが、平成３０年度は、今のところ新

規１家族について協定の締結がありました。したがいまして、実績数の合計は６

６となっております。 

次にその下、（６）の農地パトロールの結果につきましては、先月の定例会で

も報告いたしましたとおり、違反転用指導対象農地は１０２筆で、約８万１，９

００㎡、遊休農地に係る指導対象農地は８１筆で、約５万２，８００㎡でござい

ましたが、指導の結果、違反転用農地は３筆、１，４４１㎡、遊休農地は４６筆、

２万６，０９０㎡が解消されました。 

次に、１４ページをご覧ください。（７）の、農業者年金関係の状況につきま

しては、アの加入状況といたしましては、現在は４４人で、イの受給者は２２人

となっております。ちなみに、旧制度に基づく受給者は、現在２０９人いらっし

ゃいます。 

なお、昨年まではこれらの事業のほかにも、結婚相談活動について報告をして

まいりましたが、同事業は平成２９年３月末をもって終了いたしましたので、今

年の報告事項からは除かれております。 

 では続きまして、１５ページですが、こちらには、毎月の会議等の開催状況が

記載してございます。 

そして、１６ページ及び１７ページの農業委員会協議事項につきましては、毎月

の定例会における議題が記載してございます。 

 次に、１８ページ及び１９ページの研修会等開催状況につきましては、委員の

皆様及び事務局が出席した会議や研修会を中心に記載しております。 

 続いて、２０ページ及び２１ページの調査事項につきましては、農地転用や、

３条許可申請及び納税猶予に関する毎月の現地調査のほか、粘土採掘場等の現

地調査の実施状況が記載してございます。 

そして、次の２２ページにあるのは、最新の委員名簿でございます。 

 最後に、その次の２３ページ及び２４ページは、安城市の概要となっておりま

す。個々の項目についての説明は省略いたしますが、このうち（２）の農業関係

のアからウまでにつきましては、５年ごとに実施される農林業センサスの結果



を用いることとしております。つまり、最新の資料が平成２７年２月１日現在の

結果となっている都合上、昨年と内容は変わっておりませんので、ご留意いただ

きますようお願いします。 

 平成３０年農業委員会活動報告についての説明としては、以上でございます。 

続きまして、「２ 平成３０年７月（西日本）豪雨災害義援金の寄附金控除に

ついて」でございますが、資料はございませんので、口頭でのみご説明いたしま

す。今年の８月に、西日本における豪雨災害の被災者への義援金として安城市農

業委員会から１０万円を寄附いたしました。こうした義援金というのは、過去の

例によると所得税及び市・県民税の寄附金控除の対象となるはずですが、今だ事

務局である全国農業会議所からは何ら通知がありませんでしたので、電話でそ

の旨を問い合わせてみました。その結果、やはり寄附金控除の対象になることと、

控除を受けるための確定申告で必要となる、寄附金の「預り証」が発行されるこ

とを確認できました。 

ただし、同会議所の事務手続の都合上、今申し上げましたように正式な通知文書

はまだ届いておりません。しかし、確定申告の時期は来月に迫っておりますので、

本日は先行して、寄附金の「預り証」の発行を希望される方をお尋ねいたします。

方法といたしましては、本日の研修会終了後に事務局へ直接お申出いただくか、

あさって１月２４日の木曜日までに、事務局へ電話等でご連絡ください。 

 ちなみに、１人当たりの寄附金額は、１０万円を４２人で割った２，３８０円

となりますので、実際に課税の基となる所得から控除される金額というのは、こ

の額から２，０００円を差し引いた、残りの３８０円となります。 

次に、３「安城の豊かな水と大地の恵みに感謝し、乾杯する条例」の制定につ

いては、事務局課長からご説明させていただきます。 

 

定例会のレジュメの「安城の豊かな水と大地の恵みに感謝し、乾杯する条例」

をご覧ください。これが１２月議会に議員提出というかたちで出されまして可

決されて、この下の方にありますが、平成３１年５月１日から施行されます。な

ぜかといいますと、５月１日に新天皇が即位されるということで、そのときに乾

杯というお祝いごとをしても問題ないのではないかということで新元号ととも

に施行するというかたちになっております。この経緯でございますけれども、こ

れは一昨年、平成２９年の１２月議会に乾杯で地元の食文化の振興と市民の幸

せを願う条例の制定を求める陳情書というのが出されました。７人の方の名前

で陳情書が出されていまして、その７人の中には商店街の会長さんやお酒の販

売の理事長さんですとか安城町づくり市民会議の方ですとか、あと農協組合長

や安城の食を考えるプロジェクトということで石川和明さんの団体や大見正衆

議院議員、こういった方々が陳情書を昨年の１２月議会に陳情されました。この



陳情書は全２８名、議長を除きますと２７名全員の合意で決まりました。それに

基づいて平成３０年４月、年度が明けまして、議員の中でプロジェクトチームが

作られまして、そのプロジェクトチームの中で内容をずっともんでこられまし

て、それで秋ごろにパブリックコメント等しまして、この１２月の議会で採択さ

れました。条文を見ていただくと、まず表題にあります、大地の恵み、これはま

さしく農業という部分であります。それに基づきましてですね、出来上がりまし

た、目的の１条のところで地産地消という言葉もございます。食文化の振興とま

ちの活性化、こうしたことを目的としていまして、安城にゆかりのあるお酒やお

茶などを用いてということで、乾杯というと、どちらかというと宴会のようなこ

とを考えますが、地産地消で推進していくということでありますので、安城のも

のを用いながら食文化の活性化をしていこうというものです。市の役割、事業者

の協力、それから市民の協力等々ありまして、条例になります。先ほども申し上

げた通り、平成３１年５月から施行されますが、その前に実際にはこの乾杯とい

うのは宴会ですとかみんなが集う時にやるものですから、どちらかというと商

工課の方で対応していくという風に考えております。５月１日に先立ちまして

いろんな事業を立ち上げながら、まだ具体的に何をやるかは申し上げられない

ですが、５月１日に向かって盛り上げていく事業を商工課と農務課で考えてい

ます。皆様方にはこういう条例ができたということを理解していただきながら、

もし宴会等ございましたら、乾杯をしていただけるよう、よろしくお願いします。 

   

続いて、４ 配付物ですが、今月は、のうねん１月号をお配りいたしましたの

で、ご活用ください。最後に、５ 次回の予定ですが、２月２５日（月）午後 １

時３０分から第３議会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分から研修会を開催いたします。 

なお、来月は、所得税の確定申告と市県民税の申告が始まっており、市役所の

駐車場は大変込み合いますので、さくら庁舎周辺の駐車場又は市役所前立体駐

車場の利用もご検討ください。 

  

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１１時５０分、議長は閉会を宣する。 

 


