
 

  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 平成３１年２月２５日（月） 

 開会 午後３時１０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               ２６名 

 

近藤 正広委員、杉浦 正紀推進委員、稲垣 信彦推進委員 

 

  

 

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 

 

 

 

２  大見 由紀雄 委員 

８  江川 攻   委員 

 

 



会議の記録 

 

午後３時１０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 ２ 大見 由紀雄 委員 ８ 江川 攻 委員 

 また、欠席者は １３ 近藤 正広 委員、２ 杉浦 正紀 推進委員、３ 

稲垣 信彦推進委員と報告 

 

 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５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５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４から１０の計７件です。申請内容は、売買が６件、

贈与が１件です。譲受人の理由は、農耕に精進するためが２件、農業経営規模の

拡大を図るためが５件です。譲渡人の理由は、相手方の要望によるためが２件、

高齢により耕作が困難なためが１件、体力に自信がないためが１件、労力不足の

ためが１件、住宅建築・改築資金に充当するためが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 ５，７２１㎡、畑１，８０９㎡、合計７，５３

０㎡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６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７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６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１の１件です。転用目的は、農家住宅の敷地拡張が１

件です。申請面積は、田１９８㎡です。 

続きまして日程第３第７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１２から１８までの７件です。転用行為別に見ますと、

駐車場が２件、分家住宅が２件、通路が１件、資材置場が１件、赤土採掘場が１

件です。面積につきましては、田４，９３７㎡、畑４６５．７３㎡、合計５，４

０２.７３㎡です。 

 今回の説明案件は農地法４条申請の受付番号 1 です。申請日は平成３１年２

月５日、同日農業委員会受付となっております。今回農家住宅の建て替えに伴い

調査したところ、既存建物が農地部分にはみ出していたことが判明、住宅敷地を

一部拡張する許可申請で始末書が添付されております。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３

０年８月に農用地利用計画変更（除外）申出を受け、県との事前協議の結果、内

諾をしております。事業期間につきましては、平成３１年６月より着工し、平成

３２年２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、隣接北側に農地が残るため、敷

地境界に小堤を設置し、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、東山３３－１の排水路部分については、農地の表層に点検枡が出るため、

農地として使えない３，９３０㎡のうち５６㎡は分筆を行わずに転用します。汚

水・雑排水は浄化槽を、雨水については集水枡で集水し当該排水路を通して北側

の既設水路に放流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。 

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４条、５条申請あわせて８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。 

また、申請面積１，０００㎡以上の案件については、受付番号１７及び１８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、２月１５日金曜日に黒柳

幹保委員と柴田孝敏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、黒柳 幹保、柴田 孝敏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。 

 

〇黒柳 幹保 委員 

 

 今回調査の件数も少なかったこともあり、特にこれといって問題があるよう

なところは見受けられませんでした。今回の調査に限らず、農地転用の許可は必

要最低限で認められてると思っていますが、貴重な農地の転用ですので、しっか

り有効利用していただきたいなと日頃思っています。私からは以上です。 

  

〇柴田 孝敏 委員 

 

 今回８件の案件に対しまして、特に問題があるところはないと思います。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４ 第８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８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３から４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１１，４８０㎡、畑１，３９２㎡の合計１２，８７２㎡と

なっております。 

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２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２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２から５の４件です。転用行為別に見ますと、駐車場

の設置が１件、住宅の建築が２件、共同住宅の建築が１件です。面積は、田１８

３㎡、畑１，３５２．４６㎡の合計１，５３５．４６㎡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２から７までの６件です。転用行為別にみますと、分

譲宅地用地が２件、住宅の建築が３件、駐車場の設置が１件です。面積は、田８

０７㎡、畑８３３．１８㎡の合計１，６４０．１８㎡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９から２５までの１７件です。解約事由別にみますと、 

転用するためが１件、自作するためが８件、他者に賃貸しするためが２件、高齢

により耕作が困難なためが１件、売却するためが５件です。面積は、田 ２３，

２９２㎡、畑 ２，５１９㎡の合計 ２５，８１１㎡となっております。 

続きまして、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１の１件です。申請地は、昭和４４年建年の居宅が建っており、現在は空き家

として管理のみを行っているが、今後も既存建物を利用していく予定です。面積

は、畑３３８．００㎡となっております。 

続きまして、取下願書についてご説明申し上げます。 

 今回の申請は、受付番号１４の１件です。取り下げの事由としましては、計画

変更のためです。面積は畑１８５㎡となっております。 

 続きまして、取消願書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。取消の事由としましては、計画変更の

ためです。面積は、畑５５９㎡です。 

続きまして、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１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、赤土採掘場全体の計画を見直すためです。面積は、田３，４８７㎡と

なっております。 

 最後に、相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況についてご説明申し上



げます。 

 今回の調査は、９件です。現地調査の結果、免除対象予定地を農地として利用、

もしくは一部を倉庫や駐車場として利用していました。面積は、田 ５５，４９

７㎡、畑 ６，１９９㎡の合計 ６１，６９６㎡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った

生産緑地につきまして、先月の定例会において、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、里町地内の１筆で、

面積は２５７㎡でございます。 

なお、本件につきましては、仮に本日買取希望者のご報告をいただいたとして

も、都市計画法に定める事務手続の都合上、既に解除に至る手続が進んでしまっ

ており、希望には沿うことができません。 

したがいまして、そのことを考慮して先月の定例会では、報告の期限を２月１

８日の月曜日までと説明させていただきました。結果、同日までに事務局への報

告はございませんでしたので、翌日の１９日付けで、買取、つまり営農希望者が

いなかった旨を既に都市計画課には通知いたしております。 

 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。 

 

続いて、連絡・報告事項について次のとおり説明があった。 

 

まず、「１」の「賃借料情報の提供について」でございますが、３ページ、資

料２をご覧ください。 

この件は、平成２１年の農地法改正により廃止された標準小作料の仕組に替

わりまして、同法の第５２条に、農業委員会が農地の賃借料の目安となる価格を



取引の実勢から算定した上で情報提供することが定められましたので、以後、毎

年この時期に報告をしているものでございます。 

資料の表にもありますように、平成２９年１２月からのおよそ１年間におき

ましては、田の１０a当たりの賃借料は、平均額が１３，３００円、最高額が２

２，０００円、最低額が４，２００円でした。これらの価格につきましては、本

日の委員会終了後に市の公式ウェブサイトで公表をさせていただきます。 

なお、表の欄外に注意事項が４つ記載してございますが、まず、畑については

取引の数が少ないことから、目安として使用し得る適切な情報を提供するのが

難しいため、集計しておりません。 

次に、集計に用いたデータ数は１，９６８件で、農地利用集積円滑化団体によ

る利用権設定、並びに農地中間管理機構及び農地法第３条許可による賃借権設

定の筆数の合計でございます。 

また、ちなみにですが、農地利用集積円滑化団体及び農地中間管理機構が定め

る賃借料の算定方法というのは、米１俵、６０キログラム相当額を基本としてお

り、標準額の１４,０００円を基準としまして、ほ場の面積や耕作条件等により

段階的に設定される仕組になっております。 

最後に、今回の集計に当たっては、例えば無償の使用貸借契約や著しく低額な

賃料による場合、又は逆に、田で施設野菜を栽培する場合などの著しく高額な賃

料によるデータは除いております。 

この件についての説明は以上でございまして、 

続いて、「２」の「研修会に関するアンケートについて」は、４ページ、資料

３をご覧ください。 

 この資料３と同じアンケート用紙を、今月の農業委員会の開催通知に同封さ

せていただきましたので、内容について簡単にご説明いたします。 

設問としては２つございまして、１つ目は、先月開催いたしました特別研修会

についての設問にご回答いただくものです。今年度は、視察研修に代わってこの

ような形式の研修会を初めて開催いたしましたので、皆様のご意見やご感想を

お聞きした上で、次回以降開催する場合に役立てたいと考えております。 

そして、２つ目の設問ですが、これまで、毎月の定例会後に開催している研修

会の内容は事務局で決めてまいりましたが、ここで皆様が現在、関心や疑問を持

たれている事項や見学したいと思われる施設をお聞きしまして、可能であれば、

今後のテーマとして取り上げたいと考えております。結果につきましては、でき

れば来月の農業委員会でお示ししたいと思っております。 

 以上の趣旨を踏まえ、今回のアンケート調査にご協力をいただきまして、大変

お手数ですが、本日の研修会終了後までに事務局へご提出いただきますようお

願い申し上げます。 



続きまして、「３」の「農業委員及び農地利用最適化推進委員の全国農業新聞

購読に係る公費負担割合の変更について」でございますが、平成２８年４月に改

正された農業委員会等に関する法律の第６条には、農業委員会業務の一つとし

て、農業一般に関する情報提供活動を行うことが定められております。そして、

この情報提供活動のための最有力ツールに全国農業新聞を位置付けるとともに、

活用すべきとする通知が、平成２９年５月に全国農業会議所から各農業委員会

に対して出されました。 

つまり、現行の制度では、農業委員及び推進委員にとっては、この新聞の購読

が職務遂行上必要なものと考えられていると言えます。そこで、事務局では来年

度の当初予算編成に当たりまして、財政当局にはこうした事情を説明の上、従来

は委員の購読料の半額を公費で負担してきたところを、全額を公費負担とする

よう強く要望いたしましたところ、次第にありますように、要求どおり全額を予

算化することについての内示が得られましたので、ご報告申し上げます。 

これに伴いまして、４月以降の皆様の在任期間中の購読料につきましては、親

睦会費から負担をしていただくことはなくなります。なお、支払方法の変更など

今後の事務的な手続につきましては事務局で行ってまいりますので、ご一任を

いただきますようおいします。 

続いて、「４」の「全国農業会議所発行「納税猶予と仲良くつきあう方法」の

購入等について」でございますが、先月開催いたしました特別研修会の中で、講

師の原修吉氏から紹介のあった次第の見出しの書籍を、事務局で２冊購入いた

しました。１８０ページくらいの本で先月研修にて講義していただいたことを

詳しく解説してあるものになります。つきましては、是非読んでみたいというこ

とで貸出しを希望される方がいらっしゃいましたら、事務局へお申出ください

ますようお願いします。ちなみに、こちらの本は個人的に購入することも可能だ

そうです。ただ、購入については今のところ事務局で取りまとめなどをすること

は考えておりませんので、もしすぐにでも購入したいという方がいらっしゃい

ましたら、同様に事務局へご相談ください。 

 

 連絡・報告事項の１から４までについては、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。 

 

 では、続きまして、「５」の「家族経営協定調印式及び講演会について」のご

案内でございますが、別添通知文をご覧ください。 

今年度も県農業改良普及課との共催で、家族経営協定調印式を３月１３日水

曜日の午後２時１０分から安城市文化センター１階の講座室で開催いたします。 



また、式の終了後には講演会を予定しておりますので、農業委員及び推進委員

の皆様には、調印式への立会い及び講演会の聴講について、この場でお願いを申

し上げます。 

では、当日の内容について簡単にご説明いたします。 

まず、今年度の式典に出席されるご家族は１組で、桜井町の亀井清敏様のご家

族でございます。次に、講演会につきましては、岡崎市で園芸農家を営まれてい

る米津徳浩様を講師としてお招きしまして、新規就農者に向けての助言を中心

に、地域における農家の役割に関することなどについてお話をいただく予定で

す。 

  この件については以上でございまして、 

次に、「６」でございますが、女性の農業委員会活動推進シンポジウムが、

３月６日水曜日に東京都千代田区で開催されますので、女性農業委員が出席さ

れ、事務局が随行いたします。 

次に、「７」の「女性農業者のつどい」につきましては、３月８日金曜日午

後１時３０分から、安城市役所さくら庁舎の第３６会議室において開催されま

すので、女性農業委員４名と事務局が出席します。 

最後に、８ 次回の予定ですが、３月２２日金曜日午後１時３０分から安城

市文化センター ３階の３０３会 議室において 運 営委員会を、            

午後２時３０分から同じく文化センター３階の大会議室において定例会を 

開催しまして、その後、午後３時３０分ごろからは、昨年リニューアルされた

同じ施設内のプラネタリウムにおきまして、明治用水と星の世界の融合をテー

マとした本市のオリジナル番組を３０分ほどご覧いただく予定でございます。 

なお、今申し上げましたとおり、次回は通常の月と会場が異なりますので、

お間違いのないようお願いいたします。それから、文化センター前の駐車場は、

駐車できる台数がそれほど多くありませんので、恐れ入りますが満車の場合に

備えて、市役所の駐車場や立体駐車場の利用なども考慮に入れておいていただ

きますようお願いします。 

  

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。 

 

 


