
  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和元年１０月２３日（水） 

 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                １２名 

法第１８条による委員数               ２６名 

 

長谷部 勇委員、近藤 正広委員、稲垣 英男推進委員、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、山本主査、市川主査、 

石川主事、今泉主事 

 

 

 

４  浅井 清幸 委員 

１０ 加藤 まさ江 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 ４ 浅井 清幸 委員 １０ 加藤 まさ江 委員 

 また、欠席者は ６ 長谷部 勇 委員 １１ 近藤 正広 委員  

１１ 稲垣 英男 推進委員、１４ 中田 晴久 推進委員 

  

 続いて議長は議事に従い、下記のとおり議案を上程 

 

□ 日程第１ 第４４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４４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２７から３５の計９件です。申請内容は、贈与

が１件、売買が８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  

８件、農耕に精進するためが１件です。譲渡人の理由は、耕地遠隔等耕作不便の

ためが１件、相手方の要望によるためが５件、生活資金充当によるためが１件、

高齢により耕作が困難なためが２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 ７，９６１㎡、畑 １，２０８㎡の合計 ９，

１６９㎡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４５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４６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４５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１２、１３の２件で、転用目的はともに農家住宅です。 

申請面積は、田 ７．８９㎡、畑 ７８㎡、合計 ８５．８９㎡です。 

続きまして、日程第３ 第４６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１２６から１３２までの７件です。転用行為別に見ま

すと、住宅敷地が１件、駐車場が２件、資材置場兼駐車場が１件、分家住宅が１

件、粘土採掘場が１件、赤土採掘場が１件です。 

面積につきましては、田 ８，１４９．３４㎡、畑 ２，６５５㎡、合計 １

０，８０４．３４㎡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１３０です。申請

日は令和元年１０月７日、同日農業委員会受付となっております。本案件は、借

受人が、貸渡人の所有する畑を転用し、分家住宅を建築するものです。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３のとおりで

す。事業期間につきましては、令和元年１２月から着工し、令和２年７月に完成

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、隣接北側及び南側に農

地が残るため、敷地境界にコンクリートブロック積み及び小堤を設置し、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・雑排水は浄化槽を経て、雨水については集水マスを設

置のうえ、最終枡を経由して東側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９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１２９、１３１、１３

２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、１０月１６日水曜日に長

谷部勇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、江川攻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。 

 

〇江川 攻 委員 

 

 今お話のように、長谷部委員さんが今日欠席でございますので、私一人になり

ますけれども報告と感想を述べさせていただきます。 

 １点目は、私は今回で現地調査が４回目かと思うんですが、４条の関係が２件、

５条の関係が７件で合計９件、そしてですね、場所はすべて東海道線の南側とい

うことで、非常に効率よく回れましたし、件数も少ないということで、午前１０

時３０分に市役所へ到着しました。よかったです。 

 ２点目ですが、粘土採掘と赤土採掘については、もちろん面積が大きいわけで

すが、それ以外では、先程話がありました１２９番の造園業者の駐車場と資材置

場、ここは１，０００㎡以上ありますけれども、集落の中にあるような非常に入

り組んだところで、藪があったり崖があったり、使い物にならないといったら失

礼ですね。農地としてはあまりいい条件のところではないものですから、１，０

００㎡ありますけれども、心配ないかなと思いました。あとは、非常に狭い面積

のものが多くてですね、回っていて心を痛めるような場所は一か所もありませ

んでした。以上です。 

  

〇市川主査 

 

 今委員におっしゃっていただきました、受付番号１２９番なんですけれども、

面積が１，０００㎡を超えておりますけれども、大半が法面になっておりまして、

あまり平らな部分がないものですから、その部分も含めて申請地に入れて１，０

００㎡を超えているという案件となっております。 

  

 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４７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４７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１１月１日公告分」をご覧ください。 

新規に設定する面積が、３，１０６㎡です。なお、移転する面積は１９４，１

８５㎡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、１１月１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１１

月１日時点で、２，２３６ｈａ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６０．８６％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。 

 

 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１０号 専決処分について 

 

 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５ 報告第１０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１４から１７の４件で、住宅の建築が２件、駐車場の設置が１件、共同住

宅の建築が１件です。面積は、田 ３０８㎡、畑 １，０１９㎡ 合計 １，３

２７㎡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６７から７１までの５件です。転用行為別にみますと、治療院の建築が

１件、住宅の建築が２件、店舗の建築が１件、分譲宅地用地が１件です。面積は、

田 １，６２７㎡、畑 ６３６㎡、合計 ２，２６３㎡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１１３から１２３までの１１件です。 

 解約事由別にみますと、収用のためが１件、売却するためが４件、自作するた

めが５件、転用するためが１件です。面積は、田２０，６８８．５４㎡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３及び４の２件です。昭和５４年建年の納屋が建っており、現在も利用中のも

のが１件、昭和５４年建年の工場が建っており、現在も利用中のものが１件です。 

面積は、田 ７９５㎡、畑 ９６㎡、合計 ８９１㎡となっております。 

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６及び７の２件です。変更の事由としましては、道路の一部と併せて採掘場

を追加し、同時に一時転用の許可期限を延長するためが１件、採掘場を追加する

ためが１件です。面積は、田 １２，２９１㎡、畑 １，１３８㎡、合計 １３，

４２９㎡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、６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 ４２，４７４㎡、畑 ４，７００．５０㎡の合計

４７，１７４．５０㎡となっております。 

 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。 

 

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 生産緑地の買取希望  

 

 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。 

 

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りました生産緑地につきまして、先月

の定例会におきまして、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、上条町地内の２筆で、面積は２，１７４㎡でございます。 

 なお、調査結果の報告は、本日の農業委員会までにしていただくこととしてお

りますので、買取りを希望される方がお見えになりましたら、お教えいただきい

と思います。 

 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 デンパーク年間パスポートの購入あっせんについて（資料２） 

   

 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。 

 

３ページ、資料２をご覧ください。 

例年、皆様にはデンパークの年間パスポートの購入にご協力をいただきまし

て、大変ありがとうございます。この件は、昨年の同じ時期にご購入いただいた

パスポートの有効期限が１１月末までとなっておりますので、改めての購入に

ついてのご案内をさせていただくものです。 

ただし、３ページの申込書は、今月の開催通知に同封したものと同じものでご

ざいますが、一番上の※のところに記載いたしましたように、今年度からは、従

来のように、すべての方に購入していただくという方法をやめまして、購入を希

望される方に対しては、個別にあっせんをさせていただく方法といたします。 

理由を申し上げますと、デンパークは平成９年の開園後、一時入園者数が伸び

悩む時期もあったため、入園者数の増加に資する取組の一環として、農業委員会

では、平成１８年度から毎年、全委員の方にパスポートの購入をお願いしてまい

りました。しかし、最近の入園者数は、４ページのとおり増加傾向にあり、年間

の目標を上回っておりますので、農業委員会組織としては、既に一定の役割は果

たしたものと考えられるためです。ただ、入園者数というのは天候などの要因に

大きく左右されますので、決して楽観視はできません。したがいまして、この度

ご案内の方法を変更いたしはしますが、今後もできるだけ多くの方にパスポー

トをご購入いただくとともに、デンパークに足をお運びいただきますようお願

いします。 

では、３ページのパスポートの件に戻りまして、今回のご案内でご購入をいた

だく場合は、まず、申込書を本日の会議の終了後までに事務局職員へお渡しくだ

さい。次に、料金につきましては、個人パスポートが２，４００円、家族パスポ

ートが４，８００円でここまでは従来と同じでございますが、取扱いの変更に伴

い、今後は親睦会口座からの代金の一括引き落としは行いません。したがいまし

て、代金は、来月の農業委員会の際に、パスポートをお渡しするのと引き換えに、

現金で集金させていただきますので、お手数ですがご用意くださいますようよ

ろしくお願いします。 

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。 

 

３ 任期３年目の視察研修について（資料３） 



 

 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。 

  

はじめに、この件についてのこれまでの経緯を申し上げます。まず、７月の定

例会におきまして、以前実施したアンケート調査の結果とともに、来年の２月２

７日（木）及び２８日（金）の２日間での実施が決定したということを報告させ

ていただきました。次に、８月の定例会では、視察先等については、その後の運

営委員会で協議及び決定をした上で、報告をさせていただくとご説明申し上げ

ました。 

これを受けまして、本日は、９月及び本日の運営委員会で話し合いがされた内容

について説明をさせていただきます。 

では、資料３、５ページをご覧ください。ご覧のとおり、主となる行先につき

ましては、横浜に決定いたしました。視察及び見学先は、今のところ四角で囲っ

た２か所で、１日目に秦野市の産直施設を、２日目に横浜税関の輸入食品を扱う

倉庫施設を予定しておりますが、行程につきましては、引き続き運営委員会での

ご意見を伺いながら、必要に応じて変更を加え、最終的なプランに仕上げてまい

り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。 

 

４ 不耕作地・違反転用農地の指導について 

 

 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。 

 

 続きまして、４ 不耕作地・違反転用農地の指導についてご説明申し上げます。

資料４、６ページをご覧ください。 

先月の農業委員会にて、指導の必要のある不耕作地・違反転用農地を決定させ

ていただきました。そしてそれらの指導対象農地に対して、１０月１日付けで指

導文書を送付させていただきました。これを踏まえまして、不耕作地の所有者に

対する指導ですが、１０月３１日を是正期限として通知文を送付させていただ

いております。また、前年と同様に指導文書と合わせて利用意向の確認書を同封

させていただいております。その結果本日までに返答のあった利用意向確認書

の内容と、地権者から事務局へあった相談内容等について取りまとめを行い、皆

様には担当区域ごとにリストとしてお渡しさせていただいております。こちら

については、現地調査後の指導等を行う際の参考としてください。 



では、今後のことについてご説明いたします。 

はじめに、１１月に再び現地調査を行っていただきます。この現地調査につき

ましては、これまでの返答のあるなしに関わらず、すべての不耕作地の確認をお

願いします。そして、現地調査の結果、現場が改善されていない農地につきまし

ては、電話や訪問等による直接指導をお願いします。是正指導を行っていただく

に当たりまして、土地所有者又は連絡先が不明な場合や、市外在住者で指導が難

しい場合などありましたら、事務局において可能な限りの情報収集を行い、協力

をさせていただきますので、事務局へご相談ください。 

 なお、利用意向確認書に対して貸付又は売却を希望と返答があった地権者に

対しては、こちらから別途通知を送付させていただく予定です。売却や貸付を希

望される方が非常に多かった為ではありますが、借り手や買い手が見つかるま

では、あくまでご自身で管理をしていただかないといけないということを明記

しています。今後指導を進めていく中で、具体的に売却や貸付の話があった場合

も、事務局へご相談くださいますようお願いします。 

指導方法につきましては、６ページをご覧ください。不耕作地所有者に対する

指導方法について記載をさせていただいています。不耕作に至った経緯や、今後

の意向確認等をしていただき、適切な指導をお願いします。貸付や売却、転用な

どといった様々な相談があるかと思いますが、ご対応をお願いいたします。指導

後につきましては、８ページにあります報告書に指導結果を記載して、次回１１

月開催の農業委員会でご提出ください。指導を行った日付は、実際に地権者に指

導した日以外でも、時間を作って訪問したが会えなかった場合等も含めて記載

をお願いします。合わせて、指導を行うのにかかった時間も併せてご記入をお願

いします。 

また、違反転用農地につきましても、不耕作地の方法に準じて指導を行ってい

ただきますが、こちらは昨年度と同様に、今年度新たに発生したものだけを対象

とさせていただきます。違反転用農地についても、是正や転用の相談等あるかと

思います。具体的な話が出るようでしたら、事務局へお問い合わせください。 

なお、今後の確認や指導及び報告は、すべての委員が行うものではなく、本日

大封筒をお渡しさせていただいた方のみになります。お手元の大封筒の中には、

現地確認をしていただくための地図と、報告書を入れていますので、来月の委員

会でのご提出をお願いします。改善指導につきましては、これまで通り農業委員、

農地利用最適化推進委員のどちらかの方に指導をしていただければ良いので、

各担当区域で分担していただいて構いません。改善指導を行わなかった方や、担

当区域に指導対象農地がなかった方等は、ご提出いただかなくても大丈夫です。 

最後になりますが、事務局として１件でも多くの農地が適正な状態へ戻るよ

うに、できる限りの支援を行ってまいりたいと考えています。安城市内の農地の



適正管理の為、日頃より大変ご尽力していただいておりますが、引き続きお力添

えを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。 

 

 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 粘土採掘場の現地調査についてでございます。１０ページ、

資料５をご覧ください。 

 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１１月８日金曜日、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、１０月１６日現在での状況ですが、市内全域の１

０箇所で、総面積は ７７，５７３．６㎡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、小野内

博推進委員、岩瀬則雄推進委員、鳥居益夫推進委員、杉浦正紀推進委員の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 令和元年度第１回西三河地域協議会についてですが、１０月

２９日、火曜日の午後２時から、安城市役所さくら庁舎で開催されますので、会

長及び事務局が出席をします。 

続いて、３ 碧海５市農業委員会会長会議についてですが、１１月１日、金曜

日の午後４時から、高浜市役所で開催されますので、会長、会長職務代理者及び

事務局長が出席をします。 

次に、４ あんじょう花フェスタｉｎデンパークについてです。１１月２日か

ら４日までの休日に、デンパークにおいて開催されます。本日お配りいたしまし

たチラシにありますように、様々なイベントなどが用意されておりますので、皆

様も足をお運びいただくとともに、ＰＲについてもよろしくお願いいたします。 



続いて、５ 愛知県市部農業委員会長会定例総会についてですが、１１月１３

日、水曜日の午後２時から、蒲郡市民会館で開催されますので、会長及び事務局

課長が出席をします。 

最後に、６ 次回予定ですが、１１月２２日金曜日午後１時３０分から第７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開催い

たします。なお、研修会は実施しない予定です。 

   

 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。 


