
 

  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和元年１１月２２日（金） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時１０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               ２５名 

 

杉浦 英彦委員、柴田 孝敏委員、神谷 誠推進委員、 

小野内 博推進委員、稲垣 信彦推進委員 

 

  

会長職務代理者 榊原 喜榮子 

  

 

 

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 

 

 

 

４  長谷部 勇 委員 

１０ 太田 良子 委員 

 

 



会議の記録 

 

午後２時３０分、榊原会長職務代理者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 ６ 長谷部 勇 委員 ８ 太田 良子 委員 

 また、欠席者は １ 杉浦 英彦 委員 ３ 柴田 孝敏 委員  

１ 神谷 誠 推進委員、１５ 小野内 博 推進委員 

１７ 稲垣 信彦 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４８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４８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３６から３９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、生活資金充当によるためが２件、高齢によ

り耕作が困難なためが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５，９３１㎡、畑１，２３４㎡の合計７，１６５

㎡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４９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４９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１３３から１４１までの９件です。転用行為別に見ま

すと、分家住宅が６件、駐車場が１件、資材置場が２件です。 

面積につきましては、田１，９５１㎡、畑１，０６０㎡、合計３，０１１㎡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１３５です。申請

日は令和元年１１月５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、貸渡人の所有する田を転用し、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２年４月から着工し、令和２年９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、最終枡を経由して南側道路に設置する側

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。 

なお、申請面積１，０００㎡以上の案件については、該当がありません。 

今回の申請に関する現地調査につきましては、１１月１５日金曜日に、林茂樹

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、黒柳幹保、林 茂樹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 

 はい。黒柳です。１１月１５日に林委員と一緒に現地調査へ行かせていただき

ました。今回、件数も少なく分家住宅が多かった印象を受けています。どこも面

積は小さくてここなら仕方ないのかなというような案件ばかりだったと思いま

す。分家住宅の中に転用した後にほんの少しだけ農地が残ったりする案件が見



受けられたのですが、その辺いろいろ考えられているのでしょうがしっかり活

用していただきたいなと感じました。 

以上です。 

  

〇林 茂樹 委員 

 ７番の林です。今回１５日に回りまして、ほとんどが小さい案件ばかりで、こ

れなら農地もほとんど減らないような感じで、このくらいが本当にいいな、大き

な面積が減るのは本当に心が痛む感じではありますが、今回のように小さくて

何も使えないような農地が宅地になって住民が増えてもらえるならこんな良い

ことはないかなと思って見てまいりました。あまり農地に影響のある物件も少

なく、このような状態ばかりだと良いのですが、工場が来て大きな面積がなくな

るときは本当に心苦しくその辺何とかならないのかなと思うのが私の意見では

あります。  

 以上です。 

 

〇市川主査 

 先ほど黒柳委員からご指摘をいただきました転用した後に残る農地なんです

けども、こちらにつきまして事務局の方にまず計画段階で事前に相談があった

時点で分筆の仕方だとか残る農地についても確認しておりまして、残る農地に

ついても今後しっかりと管理していくように指導しております。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第３ 第５０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３ 第５０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 １４から１６まで の３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１４，２１１㎡、畑４，０１３㎡、計１８，２２４㎡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。 



□ 日程第４ 第５１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石川主事から次のとおり説明があった。 

  

 日程第４第５１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。 

本日、お手元に当日配布させていただきました資料の中から、「令和元年度農

用地利用集積計画（畑・樹園地利用促進制度分）実施総括表 令和元年１２月１

５日公告分」をご覧ください。 

 今回は期間満了による更新のみで、面積は、２，１８７㎡となっています。 

前述の申請について、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、１２月１５

日付けで公告させていただきます。 

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１１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１１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１８の１件で、共同住宅の建築が１件です。 

面積は、田７９０㎡ 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７２から７８までの７件で、住宅の建築が５件、駐車場の設置が２件 

です。 

面積は、田２，３７１㎡、畑４２６．６６㎡、合計２，７９７．６６㎡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１２４から１３６までの１３件です。 解約事由別にみま

すと、収用するためが２件、高齢により耕作困難なためが５件、転用するためが 

２件、自作するためが２件、売却するためが１件、他者に賃貸しするためが１件 

です。面積は、田３０，２９４．３５㎡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 農用地利用計画変更申出について  

 

 上記の議題について山本主査から次のとおり説明があった。 

 

 事前に送付してある資料の１ページの、農用地利用計画変更申出総括表をご

覧ください。これは先月、１０月に出されました農用地利用計画の変更申出につ

いての総括表でございます。利用区分農地から農業用施設用地に変更するため

の申出でございます。ですので、 申出の内訳は、用途変更が１件、面積は４４

２㎡でございます。 

用途変更の目的は先ほども申し上げたように、農地から農業用施設用地への

変更となっております。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、転用の現現地調査と同じ１１月１５日金曜日

に、黒柳幹保委員と、林茂樹委員にお願いし、実施いたしました。 

 本委員会でご了承いただくことができましたら、通知書を発行させていただ

きます。 

 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。 

 

２ 生産緑地の買取希望者の調査依頼について（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。 



 

 １ページ、資料１をご覧ください。 

市の都市計画課に新たに買取り申出のあった生産緑地につきまして、同課から

関係機関へ公共施設用地としての買取希望の照会を行った結果、希望がありま

せんでしたので、生産緑地法第１７条の２の規定により、農業委員会に買取希望

者の調査についての依頼がございました。そこで、営農を希望される方が取得で

きるよう、調査のご協力をお願いします。 

 申出地は、桜井町地内の１筆で、面積は６９１㎡です。買取希望価格は㎡当た

り約１５万１，２００円の、１億４５０万円と伺っております。 

 なお、２ページは土地の位置図となっておりますので、参考にしていただくと

ともに、買取り希望者がいらっしゃいましたら、来月の農業委員会定例会までに

事務局へお聞かせ願います。 

 この件については、以上でございます。 

 

 続いて、連絡・報告事項について下記のとおり説明があった。 

 

１ 令和元年度（第３４回）安城市農業賞について 

 

 上記報告事項について、沓名係長から次のとおり説明があった。 

 

 「令和元年度（第３４回）安城市農業賞等について」ご説明をいたします。 

安城市農業賞は昭和６１年度にスタートし、地域農業の発展に努力されている

方、農業経営が他の模範となる方、農業後継者で今後活躍が期待される方などを

表彰し、本市農業の一層の振興に資するものでございます。 本年度も「地域づ

くり活動部門」、「営農部門」、「農業青年奨励部門」の３部門を選考させていただ

きました。 

選考につきましては、安城土地改良区、あいち中央農業協同組合より推薦され

ました方を１０月１８日開催した安城市農業振興協議会幹事会で事前審査し、

１１月１２日開催の安城市農業振興協議会で決定をいたしております。 

その結果、「地域づくり活動部門」につきましては、「高棚土地改良協議会」様に、

「営農部門」につきましては、「齋藤 卓」様に、「農業青年奨励部門」につきま

しては「鈴木 貴士」様にそれぞれ決定されました。 

裏面を見ていただきますと、各受賞者の方の業績を記載させていただきました

ので、ご説明いたします。 

まず、「地域づくり活動部門」の「高棚土地改良協議会」様でございます。 

高棚土地改良協議会は、県営経営体育成基盤整備事業「高棚地区」の事業推進を



目的に平成２０年２月に設立されました。 

 地区内の耕地や農業施設は、市内で初めて県営ほ場整備事業により整備され

ましたが、施工後４０年以上が経過し、老朽化した排水施設や狭小な農地区画等、

維持管理や農業経営に支障が生じていました。 

このため、排水路の改修や畦畔除去による耕地の大区画化等を行うことで、生産

性と汎用性の高い耕地へと改良し、農業経営の安定と優良農地の保全に努めら

れるとともに、事業中は地元の合意形成や工事調整にも尽力され、水稲・小麦・

大豆の先進的な生産地としての発展に貢献し、地域農業の振興に大きく寄与さ

れました。 

続いて、「営農部門」の「齋藤 卓」様でございます。 

齋藤様は、昭和４９年に追進営農大学校を卒業後、胡瓜栽培を中心に就農され

ました。昭和５５年に福釜第二営農組合を設立され、平成１８年には農事組合法

人「耕福」に業態変更されました。 

またＪＡあいち中央の組織である各生産部において会長職を歴任し、福釜地

区だけでなく碧海地区の中心として活躍されました。 

農業以外にも消防団長や明治用水総代、安城市立西中学校のＰＴＡなどに就

かれ地域への貢献も積極的にされています。 

続いて、「農業青年奨励部門」の「鈴木 貴士」様でございます。 

鈴木様は、平成１４年３月に就農し、水稲栽培を中心とした農業を開始し、平成

１５年に認定農業者となっております。就農後は生産技術の向上に取り組み、良

質な農産物の生産を目指し日々農業に従事されています。 

平成１８年には愛知県下の農業後継者で組織するＡＳ４Ｈクラブ会長を務めら

れ、平成１９年にはＪＡあいち中央青年部の中部支部部長、平成２０年には副部

長、平成２６年には部長を歴任され、組織のリーダーとして周りをけん引し活躍

されています。 

平成２９年からは安城市農業委員に就任され、安城市全体の農業を担っていく

若きリーダーとして今後も地域農業の発展に欠かせない存在として期待されて

います。 

以上のみなさまが、令和元年度安城市農業賞を受賞することに決定されまし

た。受賞式につきましては、１２月１９日木曜日に農用地利用改善組合長・農務

連絡員の合同会議の席上で行う予定でございます。 

以上で連絡報告事項１「令和元年度（第３４回）安城市農業賞等について」の

説明を終わります。 

 

２ 粘土採掘場の現地調査結果について 

 



 上記の議題について山本主査から次のとおり説明があった。 

 

 粘土採掘場の現地調査結果について報告させていただきます。資料は定例会

の資料の３、４ページになります。今月の８日の金曜日に午後１時半から４時に

かけまして、市内の１０か所合計で７７，５７３．６㎡の粘土採掘場の現地調査

を行いました。調査員としてご協力いただきました、最適化推進委員の小野内博 

委員、鳥居益夫委員、岩瀬則雄委員、杉浦正紀委員の４名を始め、関係各所の方 

の合計１８名の方で４班に分かれてそれぞれ見てまいりました。調査結果でご

ざいますが、指導内容としては５（２）及び４ページの１番上の表とおりとなっ

ております。危険防止柵の不備、用水路の清掃の必要があるですとか、除草管理

の必要があるといったことで、４件の指導内容を１２月１３日の期限で是正の

指導文書を事業者の方には送っております。  

以上で報告を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、次のとおり質問があった。 

 

〇日下 賢治 農地利用最適化推進委員 

 ３番の推進委員の日下です。１点教えていただきたいのですけど、この粘土採

掘場の業者の中で●●がありますけど、ここが安城市内のたくさんの粘土採掘

をやってみえるんですけど、その中の代表者●●さんが２件、●●さんが３件あ

るんですけど、これは代表者が兄弟の関係か亡くなられたのか、どう違うのか教

えてください。 

 

 〇山本主査 

 ちょっと名前が似ているんですけど、●●さんが●●で●●さんは●●です。 

 

議長が再度質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

残りの連絡・報告事項について、岡田係長から次のとおり説明があった。 

 

 まず、３ 令和２年農業委員会開催日程についてでございます。 

別添、Ａ４、カラー刷りの資料、カレンダーになっているものをご覧ください。 

来年の農業委員会の開催予定日が決まりましたので、概要についてご説明いた

します。まず、開催日につきましては、慣例に従いまして、原則として毎月２２

日としておりますが、その日が土曜日又は休日に当たるときは、次の最初の平日



に設定しておりますのでご留意いただきますようお願いします。次に、会場につ

きましては、今のところはすべて、こちらの第１０会議室を予定しております。 

続いて、４ 全国農業委員会会長代表者集会ですが、１１月２８日木曜日に東

京で開催されますので、杉浦会長が、愛知県農業会議の西三河地域協議会の代表

として出席されます。その際には地元国会議員に対する要請活動が行われます

ので、要請したい事項がございましたら、１１月２５日月曜日までに事務局へお

申し出ください。 

 次に、５ 本日の提出物でございますが、まず、１１月中に実施していただき

ました不耕作地及び違反転用農地の指導に関する報告書を事務局にご提出くだ

さいますようお願いします。この報告書を基に、８月の農地パトロール分と併せ

て、予算を考慮した報酬の額を算定いたしまして、年内には報酬をお支払する予

定でございます。 

次に、先月の研修会で、本日を期限としてお願いをいたしました、「農地等利

用最適化推進施策の改善についての意見（案）提出票」の提出をお願いいたしま

す。 

次に、６ 配付物でございますが、先月お申込みをいただいた方にはデンパー

クの年間パスポートをお配りいたしましたので、同封の注意事項をよくお読み

の上、ご利用ください。なお、代金につきましては、恐れ入りますが本日、現金

で事務局職員にお渡しくださいますようお願いします。 

このほか、農業委員手帳又は農地利用最適化推進委員手帳、及びのうねん１１月

号をお配りいたしましたので、ご活用ください。 

それからもう１点、「２０２０年農林業センサス」のパンフレットをお配りしま

した。この調査は、我が国の農業の実態を把握するために５年に１度行われてい

るものです。今回は来年２月１日現在で行われますので、ご承知いただくととも

に、調査票が届きましたら回答にご協力をいただきたいと思います。 

 最後に、７ 次回予定でございますが、次回は、当初予定いたしましたとおり、

１２月２５日（水) が開催日となっておりますので、お間違いのないようお願

いいたします。日程といたしましては、通常よりも３０分遅くなり、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会議室にて定例会

を開催したのち、午後４時からは、第１０会議室で家族経営協定調印式を行う予

定をしております。 

この儀式につきましては、昨年度までは、年度末に別の機会を設けて、年に１

度開催しておりました。しかし、元々は、農業委員会が中心となって執り行い、

会長始め委員の皆様が調印に立ち会うという趣旨のものですので、毎月開催さ

れることが決まっている農業委員会と合わせて行えば、改めて開催日程の調整

を行う必要がなくなります。また、開催の機会も、これまでの年１回から年１２



回に増えますので、協定を締結されるご家族の都合に合わせた時期に開催でき

るようにもなります。したがいまして、こうしたメリットを考慮しまして、今回

からこのような形で実施することといたしました。なお、今回協定を締結される

のは、●●町の●●様のご家族でございます。 

 そしてその後は、 午後５時３０分からすず岡懇親会を開催しますので、ご出

席いただきますようお願いします。なお、今回の懇親会には、副市長が出席され

る予定でございます。 

 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。 

 

 最後に、議長から次のように提案があった。 

 

ここで一つみなさまにお諮りしたことがございます。先月の台風１９号を始

めこの秋に日本を襲った自然災害は各地の農業にも甚大な被害を及ぼしました。

このことにつきまして、先月全国農業会議所及び愛知県農業会議から義援金の

募集がありました。本農業委員会では、３年前の熊本地震の際や昨年の西日本豪

雨の際にも同様の呼びかけに応じ、それぞれ１０万円の義援金を送っておりま

すので、杉浦会長とも事前に協議いたしまして、今回も同様に１０万円を義援金

として、被災者にお送りしたいと思いますが、ご賛同いただけますでしょうか。 

 

全員了承 

 

ありがとうございます。それでは、義援金の送付手続きは事務局にお任せしま

すのでよろしくお願いします。 

 

午後３時１０分、議長は閉会を宣する。 


