
 

  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和元年６月２４日（月） 

 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                １３名 

法第１８条による委員数               ２６名 

 

近藤 正広委員、都築 春義推進委員、太田 俊夫推進委員 

 

  

 

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 

 

 

 

５ 太田 良子 委員 

９ 浅井 清幸 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 ５ 太田 良子 委員 ９ 浅井 清幸 委員 

 また、欠席者は １３ 近藤 正広 委員、１ 都築 春義 推進委員、 

 １８ 太田 俊夫 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２３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２３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１６から１９の計４件です。申請内容は、売買が４件

です。譲受人の理由は、農耕に精進するためが３件、農業経営規模の拡大を図る

ためが１件です。譲渡人の理由は、相手方の要望によるためが３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６，９７６．００㎡、畑５１３㎡の合計７，４８

９㎡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２４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２５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２４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６及び７の２件で、転用目的は、農家住宅が１件、農

作業場及び農業用資材置場が１件です。申請面積は、田４６２㎡、畑１０８㎡で

す。 

続きまして、日程第３第２５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。説明に入ります前に、資料の差し替えをお願いします。事

前に送付させていただいた第２５号議案のうち、受付番号６８としていた申請

が、議案送付後に取り下げられましたので、その案件を削除し、受付番号を付番

し直した議案を本日配布させていただきました。大変申し訳ありませんでした。  

 ここからは修正後の議案でご説明します。 

今回の申請は、受付番号６４から７３までの１０件です。転用行為別に見ます

と、資材置場及び駐車場が１件、駐車場が４件、分家住宅が４件、工場が１件で

す。面積につきましては、田１８,６１０㎡、畑７２６．６６㎡、合計１９,３３

６．６６㎡です。 

 今回の説明案件は農地法５条申請の受付番号６７です。申請日は令和元年６

月５日、同日農業委員会受付となっております。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から資料３のとおりです。譲受人の●●

は、自動車整備用機械を製造しておりますが、生産効率の向上のため、譲渡人の

所有する田を転用し、工場を建築するものです。本件に関してましては、平成３

０年１１月２０日に安城市長に対し農用地利用計画の変更（除外）の申出があり、

関係機関・関係部署とも土地選定理由や規模決定根拠等について協議のうえ、平

成３１年２月８日に内諾の通知が出ております。事業期間につきましては、令和

元年８月から着工し、令和２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、隣接南側に農地が残るため、敷

地境界に擁壁を設置し、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・雑排水は建物東側に設置する浄化槽を経由し、雨水は

敷地内に設けたＵ字溝から油水分離槽及び貯留槽を経由して、流量を調整しな

がら既設水路へ放流する計画となっております。 

なお、一体利用地として安城市所有の水路用地である福釜町釜ヶ渕１０７番

１を取り込んでいますが、この水路用地は安城市から払い下げを受ける予定で

あり、その代替として同６９番２の土地を安城市に寄付することで、安城市維持

管理課等との事前協議が整っています。 

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１２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。 

申請面積１，０００㎡以上の案件については、受付番号６４，６７，７０及び

７３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、６月１７日月曜日に大見

由紀雄委員と黒柳幹保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、大見由紀雄、黒柳幹保両委員に各案件に

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 

  

 今回、黒柳委員と現地調査させていただきまして、改めて、個々の案件の中身

につきましては申し上げませんが、全体として、非常にトヨタ自動車を中心とし

た自動車関連産業の農地に対するニーズが、転用ニーズが非常に高いと感じま

した。まだまだ、出てくるのだろうと。市も工業団地の提供等をしておりますが、

これとは別に、今回の申請の中にも出ていました。この後説明のあります、農振

除外の方も一緒に調査しましたので、そのことも先に踏まえてしまっておりま

すが、こうしたことがですね、農地・農業に与える影響というのが、この先のこ

とが若干心配になってくると言いますか、そういう気がいたします。 

 いわゆる地主さんや企業にとっては、非常にそのことが逆に朗報かもわかり

ませんが、我々の立場又は地域にとっては、若干懸念材料なのかなという風にも

感じます。具体的にはですね、今回除外が、３．２ｈa 出ております。そして、

今説明のありました５条が約２ｈa、今回だけでも５．４ｈa出ているのですが、

農業委員会の総会の時に、平成３０年のトータルの報告があったのですが、年間

で３８ｈa農地が壊滅していました。この数字もですね、非常に大きいなと思い

まして、安城市の農振・農用地の面積が３，３００ｈaですから、単純計算しま

すと、極論ですけど、１００年経たないうちに安城から農地が消えると、そんな

こともありますし、また、農振・農用地の面積の中には、どこの集落もですね、

今回思ったんですけど、軒先までほ助整備やった関係で農振・農用地に入ってい

る集落が結構あるんですね。そういうところを入れて３，３００ｈa ですから、



今回の除外ですとか５条の転用は、どんどん集団的な大規模的な区画に出てき

ますから、集落の軒下の狭い面積のところではありませんので、また問題は違う

んだろうなという風に思います。 

そうした一方で、何故なのかなという風に考えますと、昨年の９月に、市役所

の建築課の方から、開発の研修がありまして、聞いたわけですが、その開発行為

によって、立地できるケースが非常に増えてきているという感じを否めないと

ころがあります。都市計画法の開発行為ですから、農地法と相反するところが

多々あると思います。そうした中で、今回の案件もですね、都市計画法だとか、

安城市が定める都市計画マスタープラン、こうしたものによって立地ができる

ケースが増えてきていますので、この先この調子でいくと、工業団地にとどまら

ず、色んなケースで企業の大型立地が出てくるのではないかという風なことが

心配されますので、やはり、バランスと言いますか、企業側と農業側のバランス

というものを、どこかで足を止めて、一度考える機会を設けたほうがいいのでは

ないかと個人的に思います。やはり、地主と企業がいいだけでは、物事がうまく

進んでいかない、ということですので、それぞれ皆様方の地域におかれましても、

そういう問題は多々あろうかと思いますけど、一つの問題提起と言いますか、今

回の現地調査で感じたことを申し上げさせていただきました。ありがとうござ

いました。 

  

〇黒柳 幹保 委員 

 

 今回６月ということで、農転の他に除外の方もありましたので、少しまとまっ

た件数を見させていただきました。やはり、先程大見さんが言われたとおり、企

業からの申請となると、今回も何件かあったと思いますが、かなりまとまった面

積の申請となります。これからも続くと思いますので、かなり地域にも農業自体

の影響が出てくるということは、心配されるところだなと思います。 

 さしあたり、見守っていくことになるのかもしれませんが、先々、地域の農業

を担っていただいている営農さんには特に影響が大きいことになりますので、

分からないことがあるのかもしれないなと思って言わせてもらいました。あり

がとうございました。 

 

議長より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 

 

 受付番号６７番の案件の福釜町釜ヶ淵でございますけれども、実はこの隣地



できゅうりをやっている人から、どんな建物を建つのだろうかと質問を受けま

した。農研機構の植物の生理学の方なんですけれども、農研機構の方のデータだ

と、西日が今まであまり関係なかったようなことを言ってたんですけど、植物に

とって西の光、日没までの明るい、赤い色というのは、非常に成長に、トマトで

言うと、糖分に影響してくることが、北海道の農研機構が発表されています。そ

ういうことから、きゅうりにも相当影響が出てくるだろうということで、開発は

やむを得ないと思うんですけれども、そういう日陰になるところの施設園芸に

対する援助的なことで、何か良い方法はないだろうかと、そういうことも加味し

てこういう許可は出していただきたいと思います。以上です。 

 

〇山本主査 

 

 先ほど浅井委員が言われたような日照の話ですが、農作物にとって確かに日

照というのは、非常に重要な要素の一つだと思います。転用の許可基準の中に、

光が当たらなくなってしまうような転用というのは、隣接農地への影響がある

ということで、考慮すべきだと書いてありますが、ただそれが一日の時間の中の

どのくらいが遮られればそうなるのかとか、そういったことまではきちんと決

まったことがないものですから、それが理由で転用の許可が出なかったとか、そ

ういったことは現状においてはありません。また、今後そういったことにつきま

しては県と相談して対応を決めていかなければならないなと思っています。 

 

〇近藤 正俊推進委員 

 

 今の案件ですけれども、マスタープランにのっとって、ここらはいいという話

で、今回やられると思いますけど、これ見てわかると思いますけど、要するに道

路、これはセットバックされて計算されていますか。このままいきますと、東側

の狭い農道が、狭くなってしまいます。セットバックするという条件が付いてい

るのかどうか、そこらへんはどうですか。私が思うことは、ここはまだひょっと

してですよ、これから工場ができるとしたら、この人が頭で出来てしまったら、

あと奥にずっと入れないんですよね、道路が狭いから。そうすると困るので、そ

ういった点はどうなのかということです。例えばですね、今私が関わっているの

が碧南であるのですが、民間企業が開発しております。道路の広いところから入

るところはいいですけれども、じゃあその奥も開発いいですよ、となると、道路

が狭くて次の会社がやりにくくなるということがあるので、ここの場合はセッ

トバックがされるのかされないのか、どんな風ですか。 

 



〇市川主査 

 

 今回のこの案件につきましては、東側の道路については、建築基準法のセット

バックの適用はされないということで、セットバックは特にしないという風に

聞いています。 

 

〇近藤 正俊推進委員 

 

 建築関係から言ったらそうなるだけど、将来的なことを考えたら、もしここが

また次の工場が隣で出てきた時に、その人たちは道路が狭いから大変なことに

なるなと思います。そういうことがなく、これで終わりならいいですよ、頭が広

いから、道路が広いから入れますけれど、先を考えて、どうされるのかなと思っ

たら、セットバックなしで許可がおりたなら、それはやむを得ないですけど、先

を考えたら僕はもう少し考えたほうがよかったなという風に思います。以上で

す。 

 

〇浅井 清幸委員 

 

 今、近藤委員が言われたセットバックの件なんですけれども、マスタープラン

でここを許可するわけでしょ。だったら、この東側の道路を１０ｍくらいにする

ということを初めからそういう計画に入れておかないと、おかしいじゃないの。

入口でおさえておけば、あとで下の方の人たちが、結局マスタープランはあるけ

れども、いい開発がなされない。だから、これに関してセットバックなり、とに

かく広い通りと同じくらいの道路、要するに１０ｍくらいの道路を通さないと、

この案件については賛成しかねます。という風に僕は考えます。以上です。 

 

〇岡田係長 

  

 ありがとうございます。先ほどの、道路の要件なんですけれども、こちらに関

しては、農地転用とそれからその前の農振除外、そこの基準で判断していくこと

ではないということがございますので、やはりこの場では判断をしかねるとこ

でございます。ですので、こちらを管轄しております、建築課あるいは都市計画

課の方とですね協議をさせていただきまして、どうしても結果の方は事後で報

告という形にはなってしまいますけれども、この場ではそのような形でご了承

いただきたいと思います。 

 



〇議長 

  

 では、来月改めて回答をいただくということで、浅井委員よろしいですか。 

 

〇浅井 清幸委員 

 

 はい。 

 

 議長が再度質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第４ 第２６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２６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８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４，０６０㎡、畑１，５７２㎡ 計５，６３２㎡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 報告第６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５報告第６号専決処分についてご報告いたします。 

 始めに、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３２から４０までの９件で、住宅の建築が８件、駐車

場の設置が１件です。面積は、田５７７㎡、畑１，５８３．６１㎡、合計２，１

６０．６１㎡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５８から７４までの１７件です。解約事由別にみます

と、売却するためが１０件、転用するためが３件、他者に賃貸しするためが１件、 

自作するためが 1件、収用するためが１件、転用及び自作するためが１件です。

面積は、田２４，３００．６３㎡、畑２５３㎡、合計２４，５５３．６３㎡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

２の１件です。取下の事由としましては、計画変更のためです。面積は、田５，

４９０㎡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３の１件です。変更の事由としましては、申請地隣接

地の工期延長に伴い、一時転用期間を５ヶ月延長するためです。面積は、田１，

４２０㎡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、７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

していました。面積は、田５０，４５８㎡、畑１３，８７０．９１㎡の合計６４，

３２８．９１㎡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、下記のとおり議案を上程 

 

１ 農業委員会の適正な事務実施通知に基づく「平成３０年度活動点検・評価

及び令和元年度目標・活動計画（案）」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をご覧ください。これは、「農業委員会の適正な事務実施に

ついて」という国からの通知を受けまして、すべての農業委員会で統一された様

式により「目標と活動計画」を定めて取り組むものでございます。 

 そして本日は、ご覧のとおり事務局で作成した昨年度の活動の点検・評価と今

年度の活動計画の素案につきまして、先月の運営委員会における事前審議を経

まして、この定例会でもお諮りをさせていただきます。 

 では内容ですが、まず、平成３０年度の点検・評価（案）については、１ペー



ジから８ページにわたって記載してございます。 

 まず１ページは、本市の農業の概要と農業委員会の体制が各種統計資料など

に基づいて記載してございますが、内容についての説明は省略させていただき

ます。 

 次に、２ページの「Ⅱ 担い手への農地の利用集積・集約化」については「１ 

現状及び課題」で平成２９年度末時点での実績を記載しており、その下に「２」

で、「平成３０年度の目標及び実績」が記載してございます。目標に対する達成

率は１００．６％でありましたので、目標設定そのもの及び、３のその達成に向

けた活動に対する評価は、その下の４に記しましたとおり妥当としております。 

次に３ページのⅢは、「新たに農業経営を営もうとする者の参入促進」でござ

いますが、「１ 現状及び課題」では、平成２７年度から２９年度までの新規参

入者数及びその者が取得した農地面積の実積などが記載してあり、その下には

「２」で「平成３０年度の目標及び実積」が記載してございます。目標に対する

達成率としましては、ご覧のとおり参入者数、取得面積ともに３３．３％と、低

い値となってしまいました。そこで４の評価ですが、まず、目標につきましては、

過去の参入実績に基づいて設定したものであり、決して高すぎるとは言えませ

んので妥当としております。一方、活動に対しましては、ここでは件数に含めな

い親元就農は一定数を保っていることを考えますと、純粋な新規就農者の安定

的な経営を支援していくという視点からの活動が、より必要ではないかと評価

しております。 

次に４ページの「Ⅳ 遊休農地に関する措置に関する評価」でございますが、

本市には農地法などの基準でいうところの遊休農地に該当するものはございま

せんので、解消目標、達成状況のいずれも設定しておりません。しかし、このこ

ととは別に、農地パトロールの実施によって、遊休農地化につながるような、つ

まり遊休農地の一歩手前である不耕作状態の農地などを把握し、速やかに解消

していくような取組は行いましたので、４の評価では、目標は適正とした上で、

活動については、不耕作状態にある農地等の所有者に指導できたという点にお

いて妥当であったといたしました。 

続いて、５ページの「Ⅴ 違反転用への適正な対応」につきましては、委員の

皆様に農地パトロールを行っていただき、違反転用地の所有者に文書指導など

を行ったことにより、前年度と比べて総面積が０．７ｈa減少することとなりま

したので、活動に対する評価は妥当とさせていただきました。 

続いて、６ページには、農地法第３条の許可事務や農地転用に関する事務の実

績を、次の７ページには、農地所有適格法人の報告、農地の賃借料等などの情報

提供の実績を統計資料などに基づいて記載してございます。 

 次に、８ページの中段ですが、「Ⅷ 事務の実施状況の公表等」では、農業委



員会の議事録やこの活動点検・評価の公表はＨＰで行っておりますので、そのよ

うな旨が記載してあります。 

 続きまして、９ページからは今年度の活動計画でございます。 

 では、始めに１０ページをご覧いただきまして、上段のⅡ「担い手への農地の

利用集積・集約化」の目標は２のところですが、過去の実績から全体の集積率を

１．５％の増加と設定し、２，２３０ｈａとしております。 

 次に「Ⅲ 新たな農業経営を営もうとする者の参入促進」ですが、新規参入 

目標の設定に当たり、把握できる限りの親元就農を除く「認定新規就農者」等の 

過去３年間の実績を確認したところ、新規参入者数の平均は年間２から３経営 

体ほどで、新規取得農地面積はばらつきがあるものの０．２ｈａ程度であること 

が多いため、参入者数の目標としては「３経営体」とし、面積としては１経営体 

当たり０．１ｈａと見て「０．３ｈａ」といたしました。 

 続いて、１１ページ上段のⅣ「遊休農地に関する措置」につきましては、今年

度も遊休農地の発生は見込んでおりませんので、「遊休農地の解消面積目標」も

設定しておりません。 

 次に、その下のⅤ「違反転用への適正な対応」は、解消目標の項目は元々様式

中にございませんので、活動計画としては「農地パトロールを実施し、違反転用

の早期発見・是正指導を行う」としております。 

 内容については以上でございますが、本日ご承認をいただきましたら、６月中

に市の公式ウェブサイトで公開をし、７月中に県へ提出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。 

 

２ 農地所有適格法人の事業状況等の報告について 

 

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。 

 

１２ページ、資料２をご覧ください。 

 農地法第６条第１項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後

３か月以内に農業委員会へ経営状況等を報告することになっています。 

また、農業委員会はその報告を受け、その法人が農地法第２条第３項に規定す

る農地所有適格法人の４つの要件である、法人形態要件、事業要件、構成員要件、

業務執行役員要件を満たしているか、及び満たさなくなるおそれがないかにつ

いて確認する必要があります。 



では、一覧表の下部の※１から※４までをご覧ください。 

まず、１ですが、法人の形態としては、非公開の株式会社、合同会社、合名会

社、合資会社、有限会社又は農事組合法人でなければなりません。 

次に、２、事業要件としては、売上高の過半が農業によるものであることが必

要です。 

そして、３、構成員の要件としては、農業常時従事者、農地を提供した個人、

地方公共団体、農協などの議決権が、総議決権の１／２を超えていることが必要

です。 

最後に、４、業務執行役員要件としては、役員の過半が農業の常時従事者であ

り、役員又は重要な使用人のうち、１人以上が農作業に従事していることでござ

います。 

 そして、報告のあった市内７法人について、提出された報告書のこれら４要件

を確認し、まとめたものが表のとおりでございますが、結果としてすべて要件を

満たしておりましたのでご報告いたします。 

 なお、この農地法第６条第１項の規定というのは、あくまでその法人が農地の

権利を持つ資格があるかどうかを農業委員会が定期的に審査するための規定で

す。したがいまして、農地所有適格法人に該当する者であっても、現在は農地を

所有しておらず、また、借りてもいないものについては、今年度の報告の対象と

はなりませんので、この表には記載してございません。 

 この件につきましては、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。 

 

３ 粘土採掘場の現地調査結果について 

 

 上記の協議事項について、山本主査から次のとおり説明があった。 

 

 資料１３ページをお願いします。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。 

６月１２日水曜日、午後１時３０分から午後４時まで実施いたしました。調査

対象は今現在粘土採掘を行っている市内全域で１２箇所、総面積は８４，７３２．

６０㎡です。調査員は、記載の１７名となっております。本農業委員会からは、

杉野猛推進委員、本多茂推進委員、神谷善郎推進委員、稲垣信彦推進委員にお願



いをしてご出席いただきました。その他として、県の西三河農政課、廃棄物対策

課、それから西三河の粘土組合等々、関係部署と現地調査を行いました。調査の

結果については、５番、それから次のページ１４ページのとおりでございます。 

道路が一部陥没しているところが１件、それから、雨水排水対策の不備が１件、

危険防止柵の不備が１件、除草管理の不備が１件と、計４件が是正事項として報

告をされました。この４件の事業所につきましては、６月１４日付け文書にて是

正の指導文書を送付いたしまして、７月初めくらいまでの是正を求めています。 

以上で報告を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

４ 除外申出に係る２７号計画の策定について 

 

 上記の協議事項について、山本主査から次のとおり説明があった。 

 

 それでは事前に送付してあります安城市の農業の振興に関する計画調書をご

覧ください。右肩にホッチキス止めしてあるＡ４の横になったものでございま

す。この調書に記載してあるものは、この後の報告事項、農用地利用計画変更申

出にも関連しますが、先月の５月２０日付けで申し出がありました、農用地利用

計画変更の除外申し出のなかのものであります。今回のこの３件の申し出地に

つきましては、今年度から事業の着工をしている、県営かんがい排水事業明治用

水西井筋の受益地となっておりますが、この事業は、既存の排水路の補修やその

能力の向上をはかるものであり、その受益地内の土地を農用地区域から除外し

たとしても、事業そのものへの影響は小さいという風に考えています。ただし、

法令上の規制として、その事業の完了後、８年を経過しないうちは原則として受

益地内の土地を除外することはできないとなっていますので、今回除外転用さ

れることによって、その土地に設けられる施設がその地域の振興に寄与すると

認められることを市の計画において定めれば、例外として除外することができ

るようになります。今回の案件、番号１、２につきましては、診療所及び薬局で

あり、地域の生活の利便性、それから快適性をはかるため、各種の生活環境整備

を推進するものであります。また、番号３の駐車場につきましては、農用地区域

内の周辺部であり、既存施設に接続しており、優良農地の保全を図るための計画

的な土地利用であると言えます。 

 この安城市の農業の振興に関する計画というのは、根拠法令の条文から、２７

号計画と呼ばれておりまして、農業委員会の意見を聞いたうえで定めることと

されておりますので、本日提案させていただいております。説明は以上でござい



ます。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。 

 

５ 農用地利用計画変更申出について 

 

 上記の協議事項について、山本主査から次のとおり説明があった。 

 

 これは令和元年５月に申出のありました農用地利用計画の変更申出の総括表

となっています。 

 今回の申出の内訳は、農用地区域への編入が１件、除外が１４件で、合計面積

は３２，９３３㎡でした。 

編入１件については、事業計画の変更により、農地転用の必要がなくなったた

めであります。除外の目的別に見ますと、診療所の建築が１件、薬局の建築が１

件、駐車場用地が８件、分家住宅等の建築が３件、その他が１件となっています。

その他の内容は工場の建築です。 

なお、それぞれ詳細につきましては、次のページ以降の調書のとおりですので

ご確認ください。 

なお、現地調査につきましては、６月１７日月曜日に、黒柳幹保委員と、大見

由紀雄委員にお願いし、実施いたしました。 

 これらの案件については、本委員会でご了承いただくことができましたら、愛

知県知事との事前協議の手続に移らせていただくことになります。 

  

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、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。 

 

 １の総会についてですが、本日行いました事前の抽選には、ご協力をいただき

ましてありがとうございました。引いていただいた抽選用紙につきましては、会

議終了後に集めさせていただきますので、氏名を記載の上、机の上に置いてお帰

りくださいますようお願いします。 

そして次回、７月の農業委員会では定例会の前に総会を開催いたします。ここ

ではまず、本日の事前抽選の結果を基に次の１年間の配席を決定します。その次

に、農地利用最適化推進委員の区域代表者、つまり運営委員の方を選出するとい



う段取りとなりますので、よろしくお願いします。 

また、この件に関しまして、先月の定例会、及び開催通知文で予告いたしまし

たとおり、本日の定例会終了後にこの場におきまして、来月の総会で次の運営委

員の方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

だくとともに、現運営委員の方の席の近くにお集まりいただきますようお願い

します。なお、関係する方には本日、現推進委員の在職歴や年齢などを記載した

名簿資料をお配りしてありますので、話合いに当たっての参考にしていただき

ますよう、併せてお願い申し上げます。 

続いて、２配付物でございますが、安城市職員名簿をお手元に配付しましたの

で、ご活用ください。 

最後に、３次回予定ですが、７月２２日月曜日午後２時から災害対策本部室に

て運営委員会を、午後３時から第１０会議室にて総会を、午後３時３０分から第

１０会議室にて定例会を、午後４時３０分から第１０会議室にて研修会を行い

まして、その後、午後５時３０分からすず岡にて懇親会を行います。 

 

  連絡・報告事項については、以上でございます。 

 

午後３時３０分、議長は閉会を宣する。 

 


