
 

  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和元年８月２２日（木） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時１５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               ２７名 

 

近藤 正広委員、本多 茂推進委員 

 

  

 

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 鈴木 貴士 委員 

７ 林 茂樹  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 鈴木 貴士 委員 ７ 林 茂樹 委員 

 また、欠席者は １１ 近藤 正広 委員、２５ 本多 茂 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３３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３３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２１から２４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、農業経営規模の拡大を図るためが１件、農耕に精進する

ためが３件です。譲渡人の理由は、高齢により耕作が困難なためが１件、相手方

の要望によるためが３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１，５１５．００㎡、畑８８６㎡の合計２，４０

１㎡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３４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３５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３４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１０の１件で、転用目的は、自己用住宅です。申請面

積は、田４３２㎡です。 

続きまして日程第３第３５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９０から１０７までの１８件です。転用行為別に見ま

すと、資材置場が１件、分家住宅が９件、工場及び倉庫が２件、太陽光発電所が

１件、駐車場が２件、店舗及び駐車場が１件、粘土採掘場が２件です。面積につ

きましては、田１５，３１３．６３㎡、畑４，５４３．９１㎡、合計１９，８５

７．５４㎡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１０６です。申請

日は令和元年８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

よる一時転用で、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から３のとおりです。 

事業計画の内容は、賃借人が、賃貸人の所有する田を粘土採掘場として一時転

用するものです。事業期間につきましては、令和元年１０月１日より着工し、令

和３年９月３０日まで利用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。安城市粘土採掘及

び砂利採取等行為に関する要綱に基づいて、隣地との境界から２．０メートルの

保安距離をとり、安定勾配にて、最大９メートルの深さまで採掘する計画となっ

ています。周囲を高さ１．５メートルのフェンスで囲い、雨水や採掘により生じ

る地下水は、ポンプアップし、沈泥池を設け充分に沈泥させてから上澄みを東側

の排水路に排出する計画になっています。 

利用期間終了後は農地復元計画に基づいて、埋め戻しは申請地から採取され

る粘土以外の良質土を使用し、安城市橋目町で発生する残土とあわせて適宜転

圧をかけ、作土についても採掘前と同じ厚さを戻すこととなっております。 

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１９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、説明案件の他は、受付番号９５、

１０４及び１０７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、

受付番号９５と９６は、同一の事業ですので地図にはあわせて記載しておりま

す。 



なお、今回の申請に関する現地調査につきましては、８月１６日金曜日に鈴木

貴士委員と太田良子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、鈴木貴士、太田良子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。 

 

〇鈴木 貴士 委員 

 

 現地調査をさせてもらいましたが、今回多かったのが、分家住宅がすごく多く

て、３畝以下の申請がすごく多かったという印象を受けました。以上です。 

 

〇太田 良子 委員 

 

 １６日の台風明けに鈴木委員と二人で風がさわやかな中を回ってきましたけ

ども、鈴木委員が言われたように、分家がとても多くて、意外と狭い分家だった

ので、駐車場というか、車を置くところがどうかなあと、そのうちこの辺が駐車

場になってしまうのかなあという風に少し不安になりました。 

 それから、一番気になったのは、新田町に資材置場が出来るんですけれども、

そのすぐ隣に保育園があるんです。１２月に回った時にも、やはり、保育園のそ

ばに大きなトラックの入る駐車場ができるということで、不安だということを

言ったんですけれども、今度は本当に隣に資材置場が出来るんですけれども、大

きなトラックが出入りするということは、園児の送り迎えの時に、中に入ってい

るときは保母さんが見てるかもしれないですけれども、外に出たときに走って

お母さんのもとへ行ったりするということで、心配になりました。以上です。 

  

議長より質疑を諮ったところ、次のとおり意見があった。 

 

〇榊原 喜榮子会長職務代理 

 

 今太田委員が言われましたコメントの中ですけれども、資材置場のすぐ隣に

保育園があるということ、それは当然父兄も先生も事業者も交通安全に関して

は留意されるとは思うんですけれども、許可する段階で、駐車場を作られる業者

さんにすごく徹底して指導していただいた方がよいのではないのかなと、太田



委員の意見を聞いて思いましたので、追加の意見として要望いたします。 

〇市川主査 

  

 ありがとうございます。今回の申請に関しましては、事前の相談があった時に、

間に入っている行政書士に対して、保育園が近いということもありまして、担当

の部署にも説明に行くように話してあります。合わせまして、今回転用の申請を

してきた業者に関しましても、保育園が近いというところ認識をしていまして、

資材置場への出入り口も、保育園から一番離れたところに設置をするというこ

と、あとは、敷地内に自由に出入りできないようにフェンスを設置しますという

ことで配慮はしていただいております。 

 

 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３６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３６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１１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２，８１８

㎡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３７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松井主査から次のとおり説明があった。 

 

日程第５第３７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。 

 令和元年度農用地利用集積計画の集計表をご覧ください。この利用集積計画



は、農地中間管理事業による農地の貸し付けを行うために、まず農地所有者から

農地中間管理機構である公益財団法人愛知県農業振興基金に賃借権等の設定を

行うために作成するものです。 

対象者、設定する土地、及び設定する期間はご覧のとおりとなっています。一

番下の行を見ていただきますと合計が記載されております。今回、農地中間管理

機構に権利を設定する農地は、合計５１筆、面積が８５，７７４㎡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、市長名で計画の公告をさせてい

ただきます。 

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６ 第３８号議案 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条

の規定による農用地利用配分計画案について 

 

 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第３８号議案 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条の規

定による農用地利用配分計画案についてご説明申し上げます。 

 令和元年度農用地利用配分計画案の集計表（新規）をご覧ください。 

 農用地利用配分計画は、農地中間管理機構が所有者から借り受けた農地を耕

作者に貸し付けるために農地中間管理機構が作成する計画です。 

 市は、農地中間管理機構からの依頼を請け、この配分計画の案を作成すること

になっており、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の規定では、この

案を作成するにあたり、必要があると認めるときは、農業委員会の意見を聞くも

のとするとされておりますのでご審議をお願いします。 

対象者、設定する土地、及び設定する期間はご覧のとおりとなっています。 

 集計表の一番下を見ていただきますと合計が記載されております。 

今回、農地中間管理機構から耕作者へ貸し付ける農地の面積の合計は、５１筆、

面積が８５，７７４㎡です。先ほどの農用地利用集積計画により農地中間管理

機構が所有者から借り受けた農地の合計とまったく同じになっております。農

地中間管理機構が借り受けた農地をすべて耕作者に貸し付けるということに

なります。 

本日、農用地利用配分計画案の内容についてご了承いただけましたら、農地



中間管理機構に提出させていただくことになります。 

 

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、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配分計画は、議案書の表

の上から５人目の行に記載されております、箕輪町の加藤公健氏によるものと

なります。ご質問、ご意見がございましたら、よろしくお願い致します。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 異議なしということですので、この部分の配分計画は議案通り決定させてい 

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、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配分計画は、議案書の表の上から８人目

の行に記載されております。ご質問、ご意見がございましたら、よろしくお願

い致します。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 異議なしということですので、この部分の配分計画は議案通り決定させてい 

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、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配分

計画は、議案書の表の下から２人目の行に記載されております。ご質問、ご意

見がございましたら、よろしくお願い致します。 



 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 異議なしということですので、この部分の配分計画は議案通り決定させてい 

ただきます。林茂樹委員は入室してください。 

 

 続きまして、先に審議しました部分を除いた配分計画案について審議をい 

たします。ご質問、ご意見がございましたら、よろしくお願い致します。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第７ 報告第８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７ 報告第８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１２の１件で、共同住宅の建築が１件です。面積は、畑７４㎡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４８から５２までの５件で、住宅の建築が５件です。面積は、田１６２

㎡、畑１，０５６．６３㎡、合計１，２１８．６３㎡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８４から９１までの８件です。解約事由別にみますと、  

自作するためが１件、売却するためが１件、転用するためが３件、収用するため

が３件です。面積は、田７，２０９．９８㎡、畑３３０㎡の合計７，５３９．９

８㎡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 

 

・農業委員及び農地利用最適化推進委員の公務災害補償制度の継続加入につい



て 

 

 上記の議題について岡田係長から次のとおり説明があった。 

 

 資料番号は１でございますが、最初に２ページをご覧ください。 

 まず、委員の公務災害補償制度について改めてご説明いたします。 

「加入方法について」という所の下、「１」の「制度のあらまし」ですが、この

保険制度は全国農業会議所を保険契約者とし、農業委員等を被保険者とする団

体契約でございまして、農業委員や推進委員が公務従事中に急激かつ偶然な外

来の事故によって、死亡または入院、通院した場合等に保険金が支払われる制度

です。 

当然のことながら、皆様は非常勤特別職の地方公務員でございますので、公務

従事中の事故や怪我については公務災害が適用されますが、この保険は、プラス

アルファとしてよりきめ細やかな補償を受けるためのものとお考えいただきた

いと思います。 

 次に、「３」の「保険期間」でございますが、毎年１０月１日から１年間で、

委員等の個人の活動日のみが補償の対象となります。 

そして、「４」の「保険料」につきましては、農業委員及び推進委員向けには

Ａ型からＣ型までの３タイプがあり、Ａ型では年間で１口１，０００円からとな

っております。 

ここで、１ページにお戻りください。昨年度までは、委員の平均的な活動日数

や、保険料と補償内容とのバランスなどを考慮して、平均活動日数が３０日の場

合を想定したＡ型を２口加入しておりましたが、今年度も委員の活動状況が大

きく変わることはありませんので、引き続き同様の契約内容としたいと考えて

おります。ただし、今年度は、保険料についての変更はありませんが、補償金額

につきましては、太枠内にありますように２口加入の場合で、死亡では８６０万

円から１，３２０万円に増額されたほか、後遺障害と入院の場合でも増額されて

おります。一方、通院は日額７，０００円が６，０００円に減額されていますの

で、比較的重い災害に対する補償が手厚くなるように変更されております。 

なお、保険料につきましては、皆様の親睦会の積立金の中から支払いをさせて

いただきたいと思いますので、別にご負担を求めることはいたしません。 

もちろん公務災害というのはないに越したことはありませんが、万が一の場

合に備えるのが保険でございますので、全員の加入についてご理解をよろしく

お願いいたします。 

 この件についての説明は、以上でございます。 

 



 議長より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。 

 

 それではまず、「１」の、「農地パトロール（利用状況調査）について」でござ

いますが、皆様におかれましては、お忙しい中、また、大変暑い中での農地パト

ロールにご協力いただきまして、誠にありがとうございます。この件につきまし

て、農地利用最適化推進委員の方は、本日中に農地利用状況調査日報告様式を、

農業委員の方は、不耕作地の指導に関する意見書を事務局にご提出いただきま

すよう改めてお願い申し上げます。 

続いて、「２」の「農業委員・農地利用最適化推進委員等研修会」につきまし

ては、６ページの資料２をご覧ください。先月もお知らせいたしましたとおり、

９月１０日（火）に知立市でご覧の研修会が開催されますので、すべての委員の

方のご出席をお願いいたします。 

また、当日は市の大型バスで送迎をさせていただきますが、バスは午後０時３

０分にさくら庁舎（旧婦人会館）前を発車しますので、乗車を希望される方は、

必ず当日の午後０時３０分前までに、さくら庁舎前にお越しください。 

 なお、このことに関連しまして、本日は、出欠と併せてバスに乗車される方の

人数等を確認するための調査票を配付させていただいておりますので、記入の

上、机上に置いてお帰りくださいますようお願いします。連絡・報告事項の１及

び２につきましては、以上でございます。 

 

 議長より質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

  

 では続きまして、「３」の「ふれあい田んぼアート２０１９ 収穫祭について」

は、別にお配りしましたチラシのとおり、デンパーク南側の和泉町地内の田んぼ

アート会場で、９月１４日（土）に収穫祭として稲刈りイベントを行います。農

業委員及び推進委員の皆様にもぜひご参加いただくとともに、ＰＲについても

よろしくお願い申し上げます。 

次に、「４」の、「担い手経営講演会」につきましては、委員の皆様の元には今

月２日付けで別途案内文が届いていることと思いますが、９月１７日（火）午後

１時から、市役所さくら庁舎におきまして、消費税の軽減税率制度についての講

演会を、刈谷税務署から講師をお招きいたしまして、開催する予定でございます。 

１０月に予定される消費税の増税と軽減税率の仕組や、必要な手続について知

るよい機会である上、事前の申込みや参加料も必要ありませんので、是非ご参加

ください。 



次に、「５」の配付物につきましては、まず、この１年で変更があった部分を

修正した委員名簿をお配りいたしました。個人情報が多く含まれる書類ですの

で、取扱いには十分ご注意いただきますようお願いします。また、昨年の７月に、

これと同じように１枚物でお配りをいたしました古い名簿につきましては、不

要であれば、同様に個人情報にご注意の上処分していただくか、事務局へ返却を

していただきますようお願いします。そしてもう１点は、先月お配りをいたしま

した農業委員会業務必携の記載事項の一部に誤りがあったようでして、出版元

の全国農業会議所から正誤表が送付されましたので、内容をご確認の上、本編書

籍とともに保管していただきますようお願いします。 

続いて、「６ 次回予定」でございますが、９月２４日火曜日午後１時３０分  

から災害対策本部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分から第１０会議室にて研修会を行います。 

最後に、次第にはございませんが、３年目の視察研修について本日お伝えした

いことがございます。既にお知らせいたしましたとおり、視察は来年の２月に実

施するということで、事務局としてはまだ時間的に余裕があると考えておりま

したので、先月の定例会の中では、視察先については再度皆様にアンケートを実

施した上で決定すると説明をいたしました。しかしながら、その後の旅行会社と

の話合いの中で、大型バスの確保や、受入れ先の対応準備の都合上、実際には９

月末から１０月初めごろまでには行き先を含めた基本的な旅程を決めなければ

ならないことがわかりました。したがいまして、再度のアンケート調査や集計作

業を実施することは時間的に難しいために、これを省略させていただきまして、

視察先等につきましては来月９月の運営委員会において、事務局がお示しする

いくつかの案の中から、会長と職務代理者、及び地区代表の推進委員の方との協

議をもって決定させていただきたいと思いますので、ご理解をいただきますよ

うお願い申し上げます。 

 

 連絡・報告事項については、以上でございます。  

 

 議長より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。 


