
 

  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和元年５月２２日（水） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時３０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               ２６名 

 

黒田 清吾推進委員、中田 晴久推進委員 

 

  

 

農業委員会長 杉浦 英彦 

  

 

 

武智事務局長、村藤事務局課長、岡田係長、松井主査、山本主査 

市川主査、石川主事 

 

 

 

３ 加藤 まさ江 委員 

７ 柴田 孝敏  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 ３ 加藤 まさ江 委員 ７ 柴田 孝敏 委員 

 また、欠席者は ６ 黒田 清吾 推進委員、１７ 中田 晴久 推進委員、 

 

 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１８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１８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、受付番号設５から設１０の計６件です。 

申請内容は、賃借権の設定が６件です。譲受人の理由は、石橋幼稚園の園児の

実習田として利用するためが１件、いちじくスクール研修ほ場として利用する

ためが１件、農耕に精進するためが４件です。 

譲渡人の理由は、相手方の要望によるためが２件、労力不足のためが４件です。 

今回の案件の内、設５、設６ について補足説明させていただきます。 

この案件について、「受人耕作面積」が記載されていません。安城市の場合、

農地の権利取得をする場合、取得する農地を含め５０アール以上の農地を耕作

していなければなりませんが、設５につきましては、「農地法施行令第２条第１

項第１号のハ」に基づき、教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として

設立された法人で農林水産省令で定めるものが、その権利を取得しようとする

農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると

認められる場合として、例外的に認められます。 

また、設６につきましては、「農地法施行令第２条第１項第１号のイ」に基づ

き、その権利を取得しようとする者が法人であって、その権利を取得しようとす

る農地又は採草放牧地における耕作又は養畜の事業がその法人の主たる業務の

運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために行われると認められ

る場合として例外的に認められることとなっています。 

いちじくスクールに関しましては、平成２８年にも同様の申請があり、いちじ

くスクールを拡大するために、今回再び申請がありました。 

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２，２５８．００㎡、畑５，１９７㎡の合計７，

４５５㎡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１９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２０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市川主査から次のとおり説明があった。 

 

 それでは、日程第２第１９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５の１件で、転用目的は、農家住宅です。申請面積は、

畑１８５㎡です。 

続きまして、日程第３第２０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５２から６３までの１２件です。転用行為別に見ます

と、駐車場が３件、分家住宅が５件、介護付き有料老人ホームが１件、住宅の排

水施設が１件、工場が１件、赤土採掘場が１件です。面積につきましては、田１

３，５０２㎡、畑２，３０７㎡、合計１５，８０９㎡です。 

 今回の説明案件は、農地法５条申請の受付番号５６です。申請日は令和元年５

月７日、同日農業委員会受付となっております。本案件は、譲受人が、譲渡人の

所有する畑を転用し、介護付き有料老人ホームを建築するものです。隣接する譲

受人所有の雑種地６０２㎡を一体で利用して建築敷地とする計画です。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から資料３のとお

りです。事業期間につきましては、令和元年７月から着工し、令和２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

地境界に擁壁及びコンクリートブロック積みを設置し、農地への土砂や雨水の

流出を防ぐ計画になっています。 

排水計画について、汚水・雑排水は浄化槽を建物南側に設置し、雨水について

は集水桝及び敷地内側溝を設置のうえ、最終枡を経由して、南側道路内に新設す



る道路側溝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。 

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１３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、周辺農地等への悪影響

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、受付番号５２、５９、６２及び

６３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、５月１６日木曜日に加藤 

まさ江委員と江川 攻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。 

 

ここで今回の現地調査をされました、加藤 まさ江、江川 攻両委員に各案件

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。 

 

〇加藤 まさ江 委員 

  

 ５月１６日に１３件の現地調査に行ってまいりました。その中で気付いた点

を報告したいと思います。 

受付番号５４と５８、分家住宅として分筆して売買する、今回は２件ありまし

た。 

次に受付番号６３、藤井町で赤土採掘業者が赤土を採掘する、という件です。

出入りする農道が狭く、農道が傷まないか心配になりました。 

次に、受付番号５９、福釜町で２３号線インター入り口付近に、●●自動車部

品加工請負業の工場を建築する、という件です。これから先、１０年後、１００

年後には２３号線のインターの周り３００メートルの農地はなくなっていくと

思いました。  

 

   

〇江川 攻 委員 

 

 今の加藤委員がおっしゃいましたとおりでございますが、５月１６日に第４

条の関係を含めて１３件、調査に行ってきました。この日はですね、１１時４０



分に市役所に帰ってきたので、ありがたい日だったなと思っております。 

 私が感じたのは、いつも同じことを思っていますが、大型転用ですね、一時転

用を除いた、２ヵ所、大型転用がございまして、今話が出ましたけども、尾崎町

の●●の駐車場、それと、福釜町の高棚・福釜インターのすぐ隣の工場用地です

ね、工場建築用地でございますけれど、見ましてですね、尾崎町の●●の駐車場

につきましては、周りが駐車場がたくさんできておりますので、早い話まだここ

が残っていたのかと、何故、現在ある駐車場の隣ではなくて、先程指導がありま

したように一枚あけてですね、申請地が出てますが、多分この真ん中の方は、話

があったが拒否されたのかなと勝手に思っていますが、いずれはここ周辺すべ

てが転用されていくのではないかと少し寂しく思いました。 

 それと、福釜の方では、高棚との境目ですけれども、かなり広い面積が転用さ

れていくということで、インター周辺でこれもやむを得ないかなと思っており

ました。正直なところ、残念だけどやむを得ないと感じました。 

 以上です。 

  

 事務局から補足があればお願いします。 

 

〇岡田 係長 

 

 本件にかかわることではございませんが、私から２点お願いします。 

まず、３月に開催された定例会の第１１号議案、農地法第５条許可申請につき

まして、議事録を改めて確認いたましたところ、委員からいただいたいくつかの

ご質問のうち、事務局から後日回答するとお答えした２件につきまして、いまだ

に回答をしていないことが判明いたしましたので、本日この場をお借りして回

答をさせていただきます。大変失礼いたしました。                                        

では、この転用案件の概要をおさらいいたしますと、石井町地内の５，４００

㎡余りの水田を、大手自動車部品製造工場の従業員駐車場に供するというもの

でございます。そして、未回答となっていたご質問の趣旨といたしましては、計

画地が広大であるだけに、そこからの雨水排水対策を懸念するものでございま

して、具体的に申し上げますと、一つ目が、「計画地からの排水量、流量の計算

というのは、何ミリの降水量を想定してなされたものでしょうか。」というもの

です。これに対するお答えといたしましては、降雨量の定義については様々なも

のがありますが、この場合は、瞬間的な雨の強さを１時間当たりに換算した、降

雨強度という指標を用いまして、愛知県の河川課が示している最大１２０.８ミ

リという想定を元に、計画地からの排水量を適切に調整できるよう計算をして

おります。 



なお、この数値は、１０年に１度程度起きるとされる強度の降雨を想定したも

のだそうです。 

 次に、２つ目のご質問は、「近年は想定を超えるような豪雨災害が発生してい

ることを考慮して、明治用水土地改良区などの雨水対策を見直すことを検討す

べきではないでしょうか。」というものでございましたが、これに対しましては、 

まず、農業委員会においてこのようなご意見をいただいたということは、明治用

水土地改良区の財務課にはお伝えいたしました。ただ、すぐにどういった対応を

とるというような回答をもらうことはできませんでしたので、引き続き重要な

問題ととらえてご検討願いたいということを重ねてお伝えいたしました。 

また、市においても何らかの対応が必要であるとは考えますが、こうしたこと

は土木課河川係を始め、雨水対策を所管する部署の主導で進めることでありま

すので、今の時点で、農業委員会事務局の判断のみで具体的な方針をお示しする

のが難しいという点については、ご了承いただきますようお願いします。 

ただし、今年度以降ですが、市の雨水対策のマスタープランの全面的な見直し

が予定されておりまして、その検討委員会には、当農業委員会からもどなたかに

委員としてご参加いただく方向で事務を進めていると、担当の土木課からは聞

いております。例えばこうした会議の場で、皆様の知見に基づくご意見を集約し

て示していけば、市の雨水対策に農業委員会の意向を直接反映させることも可

能なのではないかと考えております。 

 続きまして、先月開催された定例会の第１６号議案、農地法第５条許可申請の

審議の際に委員からいただいたご質問に対し、いったん検討をさせていただき

たいと申し上げた件について、お答えいたします。 

 そのご質問の内容といたしましては、「農業委員会の会議に転用の計画者を呼

んで、喚問したり、問題が発生した場合の対処等について宣誓などをさせたりす

ることはできないのでしょうか。」というものでございましたが、これに対する

お答えといたしましては、まず、制度的には可能です。では、実際にこのような

ことを実施している委員会があるかどうかを調査するために、愛知県内の５３

市町村すべてに問い合わせをいたしました。結果、「実施している」、又は「最近

実施したことがある」と答えた委員会はございませんでした。その要因の一つに

は、転用計画地の地区担当以外の委員というのは、計画についての詳しい状況が

わからないため、出頭してきた関係者に対して具体性のある質問をするのが難

しく、委員全員で審議を行うという流れが作りにくいということがあるのでは

ないでしょうか。 

 一方で、出頭させること自体は、計画者に責任を自覚させる効果はあると思わ

れますので、本当に必要と認められる場合は、審議を有効なものにするために、

事前に勉強会のような入念な準備をした上で実施すればよいと思います。 



しかし、こうしたことを一件一件について行うのは事務的、時間的な負担も相

当なものになります。 

 そこで代わりにと言いますか、今回の調査結果の中で一つ参考になるのが、東

三河のある農業委員会の事例です。この委員会では、定例会議の前に地区担当委

員と許可申請者との面談の場を設けておりまして、そこで内容の事前審査を行

っているそうです。しかし、よく考えてみますと、これは、本市でも現に行って

いる意見書の作成手続と似ているということがお分かりいただけると思います。 

 ちなみに、同じような仕組は、細かい点では違いがあるものの、ほかにも多く

の委員会が採用しているようです。つまり、転用に伴う周辺地域への影響などの

審査については、計画地周辺の事情をよく知っており、かつ、末永く転用の影響

を受ける地元の方にお任せするのが最も合理的であるためそのようにし、定例

会議では、法令で定める許可基準に適合するかどうかを主に審議するという２

段階の審査の流れですが、こうした仕組が広まってきたのは、先月の委員会で一

部の委員の方からご発言がありましたように、現行の制度では、定例会議にまで

上がってきた案件というのは、ほぼ許可に至ってしまうという現実があります

ので、何らかの問題があれば、やはり申請前に解決しておく必要があるからだと

思います。 

したがいまして、本市では、そうした案件については意見書の作成手続の段階

で地元の関係者と計画者とでよく協議をし、懸念されることは解消した上で意

見書を交付するということを徹底していくのが、最も現実的であり、効果もある

と考えます。ただ、市内でもこうした体制を組織化できている地区とそうでない

地区があるようですので、組織化が十分できていない地区におかれましては、他

の地区の取組、例えば小川地区の土地利用協議会などがあると思いますが、こう

したものを参考にしていただくなどの方法をご検討いただきたいと思います。 

 また、事務局といたしましても、事業者等が除外や転用の計画を持って事前相

談に訪れた際に、何らかの懸念材料があるものについては、できる限り早い段階

で地区担当委員及び町内会に情報提供をしてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

  

〇鳥居 益夫 推進委員 

  

 今の５条の中の説明案件で説明されました、受付番号５６番について、地元の

委員として少し説明をさせていただきます。 

 資料２、資料３の中で、一体利用地として２５番２という土地がありますが、

その土地は、今雑種地として扱われておりまして、私が何年か前の農業委員当時

に申請が出て、申請者の●●さんから、●●さんは他にも別の事業を展開してい



まして、その従業員の駐車場として許可申請があり、それが許可された土地であ

り、駐車場として利用するということで、転用された土地であります。 

 それがですね、一回も駐車場として利用せずに、今現在残土置き場として、住

宅の１階に相当するくらいの残土が山積みにされ、雑草が生い茂り、周辺の住宅

に対して非常に迷惑をかけていました。それで周辺の住宅所有者からですね、町

内会を通じて何度もきれいにするように要請がされておりましたが、一度もき

れいにされずに、今ここで老人ホームを建設しようとする土地であります。 

 そういうことでですね、この●●さんはあちこちで今現在老人ホームの建築

をやっていますが、非常に悪質な方でありまして、地元の農業委員、推進委員と

しまして、憤慨をしている土地であります。隣地の方の土地を購入して老人ホー

ムを建てるという許可申請書の捺印を取りに来られました代理人さんにも、非

常に憤慨して申し出たわけでありますが、一度こういう土地が残土を山積みに

されようが、農地から雑種地に転用されますと、我々農業委員、関係者としても、

一切そのことについて文句といいますか、利用価値が違うじゃないですか、と言

うことは一切できません。そういうことについて、これは本当に密集地でござい

ますので、困るわけですが、皆様もこういう案件で、駐車場を作ると申請があっ

たが、それが駐車場として利用せずに放置されていることは多々あろうかと思

いますが、本当に困ったもんでございまして、今後は隣地を合併して老人ホーム

を建設するということで、きれいにはなるでしょうが、過去の１０年を超えるか

ちょっと覚えがないですが、そのくらいの間は、隣地の皆様は非常に苦労をされ

ておりました。そういうことを含めて、そういう案件であります、ということを

皆様方にご報告させていただきます。ありがとうございました。 

 

議長より質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第４ 第２１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松井主査から次のとおり説明があった。 

 

日程第４第２１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７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３，２５７

㎡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。 

 

議長より質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第５ 第２２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 

 

 なお、この議案は農地中間管理に関わる権利設定分以外のものについて審議

するものであります。 

また、この議案では、議事参与の制限を受ける委員がおられますが、まず、議

案の全体説明を事務局からしていただき、その後議事参与の制限を受ける委員

のものと受けないものとを分けて審議しますのでご承知ください。 

  

 上記の議題について松井主査から次のとおり説明があった。 

 

 日程第５ 第２２号議案 農業経営基盤強化促進法第１８条の規程による農

用地利用集積計画についてご説明申し上げます。 

 本日別冊でお配りしました、議案１頁目の「令和元年度農用地利用集積計画 

実施総括表令和元年６月１５日公告分」をご覧ください。 

新規に設定する面積が、７５，０２１㎡、期間満了による更新の面積が、９４

３，８２５．９５㎡、合計１０１８，８４９．９５㎡です。 

なお、移転する面積は１６，１６１㎡です。 

 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、６月１５日付けで公告させてい

ただきます。 

また、農地中間管理機構によるもの、畑・樹園地利用促進制度によるもの及び

農地利用集積円滑化事業による利用権設定面積は、今回の公告案件を含め６月

１５日時点で、２，２４２ｈａとなります。これにより利用権による農地集積率

に換算しますと約６１．９１％となります。 

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。 

  



 本案につきましては、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき、議

事参与の制限を受けるものから審議します。 

 まず、農地利用集積円滑化団体であります、あいち中央農業協同組合が転貸し

したもののうち、柴田孝敏委員に関する事項から審議いたしますので、柴田孝敏

委員は退席してください。 

  

それでは、柴田孝敏委員に関係する集積計画は３ページ目の表の上から３人

目の行に記載されています。ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

 

全員異議なく了承。 

 

異議なしということですので、この部分の集積計画は議案どおり決定させて

いただきます。柴田孝敏委員は入室してください。 

 

続きまして、鈴木貴士委員に関係する事項を審議いたしますので、鈴木貴士委

員は退席していただきます。 

 

それでは、鈴木貴士委員に関係する集積計画は３ページ目の表の下から８人

目の行に書かれています。ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

 

全員異議なく了承。 

 

 異議なしということですので、この部分の集積計画は議案どおり決定させて

いただきます。鈴木貴士委員は入室してください。 

 

 続きまして、加藤まさ江委員の同居の親族に関係する事項を審議いたします

ので、加藤まさ江委員は退席していただきます。 

 

それでは、加藤まさ江委員の同居の親族に関係する集積計画は４ページ目の

表の上から１人目の行に書かれています。ご質問、ご意見がありましたらお願い

します。 

 

 全員異議なく了承。 

 

 異議なしということですので、この部分の集積計画は議案どおり決定させて

いただきます。加藤まさ江委員は入室してください。 



 

 続きまして、林茂樹委員が代表を務める有限会社林ファームに関係する事項

を審議いたしますので、林茂樹委員は退席していただきます。 

 

それでは、林茂樹委員が代表を務める有限会社林ファームに関係する集積計

画は５ページ目の表の下から７人目の行に書かれています。ご質問、ご意見があ

りましたらお願いします。 

 

全員異議なく了承。 

 

異議なしということですので、この部分の集積計画は議案どおり決定させて

いただきます。林茂樹委員は入室してください。 

 

続きまして、これまで審議した部分を除くあいち中央農業協同組合が転貸し

した集積計画と、２ページ目に記載されました、相対による市外の利用権取得者

の集積計画及び６ページ目の利用権移転に関する集積計画について審議します。 

 

 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５号 専決処分について 

 

 上記の議題について松井主査から次のとおり説明があった。 

 

日程第６報告第５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１０の１件です。転用の事由としましては、住宅を建

築したためが１件です。面積は、畑１８３㎡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２４から３１までの８件で、住宅の建築が７件、駐車

場の設置が１件、面積は、田４３９㎡、畑１，４３３．８８㎡、合計１，８７２．

８８㎡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４８から５７までの１０件です。解約事由別にみますと、  

転用するためが８件、他者に賃貸しするためが１件、自作するためが 1件です。

面積は、田１４，９４４㎡、畑９３８㎡、合計１５，８８２㎡となっております。 

続きまして、農地法第４条の確認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および３の２件です。転用の事由としましては、農業用倉庫を建

築したためが２件です。面積は、畑２９７㎡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

２の１件です。取消の事由としましては、譲受人の体調が悪く、転用計画を中止

したためです。面積は、畑２４９㎡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、下記のとおり議案を上程 

 

１ 農地法第３条の下限面積（別段の面積）の設定について 

 

 上記の協議事項について、岡田係長から次のとおり説明があった。 

 

１ページ、資料１をご覧下さい。 

  農地法第３条の許可を受けて農地の権利を取得しようとする場合には、原 

則として、権利取得後の農地の経営面積の合計が５０アール以上となることが 

必要です。これは下限面積と呼ばれていますが、農業委員会は農地法施行規則 

第１７条に定める基準の範囲内であれば、別段の面積を定めること、つまり引 

き下げることもできます。 

そして、「農業委員会の適正な事務実施」の一環として、毎年、この別段の

面積を定めるかどうかについては、農地法施行規則第１７条に定める基準に従

って検討をし、理由を付けて農業委員会の会議に諮り、最終的に下限面積を決

定した上でこれを公表することとされていますので、このたびの議題といたし

ました。 

そこでまず、農地法施行規則第１７条第１項に定める基準、これは主に、そ

の地域における農家の平均的な経営規模が小さいかどうかという点に着目し

たものですが、この基準に従って検討した結果としては、現行の下限面積５０

アールの変更は行わないのが妥当と考えます。 

理由といたしましては、まず、現状で最新の調査時点である２０１５年の農

林業センサスの数値では、市内には３０アール未満の経営規模農家が相当数あ

るものの、５０アールを超える経営規模農家数も４割を超えていますので、本

市内の農家の平均的な経営規模を考えた場合には、決して小さいとは言えない

ためです。 

さらに、本市では農業振興地域整備計画等において、効率的かつ安定的な農

家への農地の利用集積を推進しており、実際に年々利用集積率も増えている現

状があります。これを考えますと、別段の面積を設定し、下限面積を引き下げ



ると小規模農家を増加させ、農地の利用集積に支障を生じさせるおそれがある

ためです。 

また、ほかにも弊害として、農地取得の要件が緩和されることで転用目的で

の農地取得を誘発することも考えられます。 

続いて、同条第２項に定める基準、これは、農地が効率的に利用されている

かどうかという点に着目したものといえますが、この基準に従って検討した結

果としては、同じく、現行の下限面積５０アールの変更は行わないものとしま

す。理由といたしましては、平成３０年度の農地法第３０条の規定に基づく利

用状況調査、農地パトロールの結果によりますと、本市内の全農地に占める、

草生えなどの管理状態が適切でない農地の割合は約０．０７％と非常に低い状

況にありますので、別段の面積を定めて、つまり農地法上の要件を緩和してま

で利用の促進を図る必要性に欠けていると考えられるためです。 

以上のことから、本市における農地法第３条の下限面積については、原則ど

おり５０アールのままとするのが適当であると考えます。 

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。 

 

２ 任期３年目の視察研修の実施について 

 まず始めに、この件についての経緯を簡単にご説明申し上げます。今期、第

２３期につきましては、発足当初から従来の視察研修の考え方を改める方向で

話合いが行われてきたところでございます。その結果、任期の１年目は従来と

同じように公費による国内の視察を行いましたが、２年目は視察に代えて特別

研修会を行うことといたしました。そして、来たる３年目につきましては、こ

れまでにいただいたご意見などを基に運営委員会で協議を重ねてきましたと

ころ、親睦会費により１泊２日の国内視察を行う、つまり従来のような比較的

長期にわたる海外の視察は行わないという方針が決定いたしております。 

では、このことを踏まえまして、２ページ、資料２をご覧ください。これは、

今月の議案資料とともに事前送付をし、依頼をさせていただいたものですが、

今年度に行うことを予定する視察研修に関するアンケート調査票の様式でご

ざいます。併せまして案内文では本日を提出期限とお知らせした関係で、既に

回答を作成されてしまった方もいらっしゃるかもしれませんが、内容について

簡単に触れさせていただきたいと思います。 

まず、１の部分には、前提としてご留意いただきたいこと、つまり、これま

での運営委員会の話合いなどを経て既に決定したものとしてご理解いただき

たい事項などが記載してあります。そのうち（１）は、１０月から３月までに

実施する予定であることと、過去の（海外の場合ではありますが）例では１月



から２月ごろの実施が多かったということが参考として書いてあります。 

次に（２）では、視察先は国内とすること、また、１泊２日の日程とするこ

とを、そして（３）では、２月に実施すると仮定した場合の予算額が、１人当

たり６万円程度と見込まれることが記載してございます。 

次に、２では希望時期と、逆に、どうしても参加できそうにない時期を記載

していただく欄が設けてあります。 

 続いて、３では、視察先の希望をお聞きし、３ページに移りまして、４では

その他要望事項などを自由に記載していただくこととしてあります。 

内容の説明としては以上でございますので、大変お手数をお掛けいたします

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改めてお願い

申し上げます。 

なお、アンケートの集計結果については速やかに運営委員会において分析を

行いまして、特に視察の実施時期につきましては、なるべく早く決定をした上

でお知らせいた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。 

 

  続いて、連絡・報告事項について岡田係長から下記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」は、４ページ、資料３をご覧

下さい。 

 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、令和元年６月１２日水曜日、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、５月１４日現在での状況ですが、市内全域の

１３箇所で、総面積は８７，６２９．６㎡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、杉野

猛推進委員、本多茂推進委員、神谷善郎推進委員、稲垣信彦推進委員の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 全国農業委員会会長大会及び研修会」でございますが、

５月２７日月曜日に、全国農業委員会会長大会が東京都文京シビックホール

で開催されますので、会長にご出席いただき、事務局が随行させていただき

ます。なお、翌日の２８日火曜日には、現地研修会が予定されております。 

次に、次第には記載してございませんが、６月２日の日曜日に、全国植樹祭

が尾張旭市の森林公園で行われます。天皇陛下も来訪されるこの行事につき

ましては、当農業委員会を代表して会長が出席をされます。 

次に、「３ 愛知県農業会議通常総会」につきましては、６月１８日火曜日

に名古屋市で開催されますので、会長にご出席いただくとともに、事務局が

随行をさせていただきます。 

続いて、「４ 配付物」ですが、今月はのうねん５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 次回予定」でございますが、次回は６月２４日月曜日の午後

１時３０分から、災害対策本部室で運営委員会を、午後２時３０分から第１

０会議室で定例会を開催する予定でございますが、定例会の開会前の時間を

利用しまして、７月の総会において皆様の任期３年目の議場での席を決める

ための事前抽選のくじ引きを第１０会議室の入口付近で行いますので、ご協

力をお願いいたします。なお、当日もし欠席をされる方がいらっしゃいまし

たら、その方の分につきましては、事務局が代わって抽選を行うことにつき

ましても、あらかじめご了承をいただきますようお願いします。 

そして、定例会終了後でございますが、そのまま第１０会議室におきまして、

７月の総会において任期３年目の運営委員、つまり推進委員の地区代表者を選

出するための事前協議を、地区ごとに分かれて行っていただきたいと思います

ので、恐れ入りますが、団体推薦以外の推進委員の方は全員、お残りいただき

ますようお願いいたします。なお、その関係もございまして、来月は研修会を

開催しないことといたしますので、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３０分、議長は閉会を宣する。 

 

 

 


