
  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和元年１２月２５日（水） 

 開会 午後３時 

 閉会 午後４時 

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 

 

柴田 孝敏委員、浅井 清幸委員、稲垣 英男推進委員、 

本多 茂推進委員、神谷 孝雄推進委員 

 

  

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 

 

 

 

１２ 江川 攻 委員 

１３ 太田 千尋 委員 

 

 



会議の記録 

 

午後３時、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 １２ 江川 攻 委員 １３ 太田 千尋 委員 

 また、欠席者は ３ 柴田 孝敏 委員 ４ 浅井 清幸 委員  

１１ 稲垣 英男 推進委員、２５ 本多 茂 推進委員 

２８ 神谷 孝雄 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５２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５２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４０の計１件です。申請内容は、売買が１件です。 

譲受人の理由は、農業経営規模の拡大を図るためで、譲渡人の理由は、耕地遠

隔等耕作不便のためです。 

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、畑４２２㎡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５３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５４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５３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１４から１６までの３件で、転用目的は分家住宅が１

件、農家住宅敷地が１件、駐車場が１件です。申請面積は、田５９４㎡、畑３１

５㎡、合計９０９㎡です。 

続きまして日程第３ 第５４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１４２から１５５までの１４件です。転用行為別に見

ますと、資材置場が１件、駐車場が３件、分家住宅が６件、住宅敷地が１件、駐

車場及びコンテナ置場が１件、農家住宅敷地が１件、粘土採掘場が１件です。 

面積につきましては、田１９，０５０㎡、畑２，７０３．６９㎡、合計２１，

７５３．６９㎡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１５２です。 

申請日は令和元年１２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と畑を転用し、駐車場及びコンテナ置場を設置す

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２月から着工し、令和２年１２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、敷地境界にコンクリートブロ

ック積みを設置し、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、敷地から発生する汚水・雑排水はなく、雨水については敷地

内側溝で集水し、集水枡・油水分離槽・最終枡を経由して南東側水路に排水する

計画となっています。なお、排水量の調整のため、雨水の表面貯留を行うことと

しています。 

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１７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１４３、１４５、１４

６、１５２、１５５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、１２月１７日火曜日に鈴

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 

  

 １２月に現地調査をさせていただきました鈴木です。自分が感じた点という

のは、今回も駐車場の案件がとても多かったのですが、乗用車だったらこの面積

に対してこれだけの台数が止まるというのが素人目でも分かるんですけど、今

回トラックの駐車場の拡張ということで、見に行った所がこんな広大なスペー

スに旋回用地がやはりこれくらい必要なのかと改めて実感するとともに、少し

危機感を感じました。あと、携帯電話の基地局を見に行ったんですけど、すごい

広大な所にあるイメージだったのが、電信柱一本で済むくらいに進化していた

ので、少し驚きを感じました。 

 あと、ガバナステーションという初めて聞いた言葉なんですけど、そこも見に

行きました。技術が進化しているんだなという風に感じました。 

 以上です。 

  

〇太田 良子 委員 

  

 去年も確か１２月の多い時に回らせていただいて、今回はまた３８件という

ことでありがたいのか悲しいのか。鈴木さんと前回も今回もまた一緒で仲良く

回ってきました。意見は鈴木委員と一緒なんですけど、分家住宅もありますがと

にかく会社の駐車場が多くて、愛知県は交通事故が全国一位だということも納

得せざるを得ないなという気がしました。うまく公共交通機関を利用できるよ

うな方法はないのかなと思いました。 

 そして、私も安城で生まれて安城で暮らしておりまして６４年間経ちますが、

この農業委員になって安城中を回らせていただくことができて、安城の変化が

激しすぎてとっても寂しい気がしました。 

 以上です。 

 

〇山本主査 

  

 先ほどの鈴木委員のご発言の中にありました駐車場の適切な台数についてで



ございますが、駐車場の適切な台数は特に法的に決まっているというわけでは

ございませんので、適切かどうか見極めるのは非常に難しいと感じております。

その場所の広さであったり、面積はもちろんなんですけど、形であったり、乗り

入れの場所であったり、利用する方、来客用なのか、従業員用なのか、あるいは

若い人が多いのか高齢者が多いのか、そういった様々な事情の中で、あと駐車す

る車、乗用車であったり、大型トラックであったり、そういった種類などのよっ

て総合的に判断して適切かどうかというのを審査しております。なるべく利用

者の状況の把握を努めながら、適切な利用となるように指導をしていきたいと

思います。また、今回の案件については、今現在転用者の方に確認をしている最

中でございます。 

 以上です。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、次のとおり質問があった。 

 

〇柴田 鉃夫 推進委員 

 

 この一覧表の中に備考って書いてあって「始末書」と書いてあると思うんです

けれども、みなさんのところに来られる司法書士さんはちゃんと添付してこら

れる方が多いのかどうか分かりませんけども、私の方にくる業者は結構添付し

てこなくて、ここにきてから初めてというか、資料を会議の前に届くんですけれ

ど、それを見て始末書と書いてあって、これは何だと、中身は何ですかと、また

業者に聞くということがあるんですね。ですから、添付をしてこないというのは

添付したくないのか、添付しなくてもいいのかよく分かりませんけれど、ここに

書いてあるということは、事務局に出される申請書にはきちんと添付されてる

んだろうと思いますので、これはきちっと中身が分からないと、どっかで例えば

違反転用してるような物件があって、別のところで申請しているということだ

ってあり得ますので、ぜひ添付するように、私どもが現地見に行った時に分かる

ように書類を添付するように指導していただきたいです。よろしくお願いしま

す。 

 

〇市川主査 

 

 ありがとうございます。始末書の件につきましては、たとえば今回の５条受付

番号１４３番の件につきましては、境界の確定をしてみたら建物が少し出てい

たというこが判明したような状況でございまして、農地を適切に使っていなか

った状況が判明したタイミングというのがかなりギリギリになってしまったと



いうことがあるんですけれども、ただ、行政書士なり申請者が事前に農業委員会

の窓口に相談に来た際に、推進委員さんをご案内するんですけれども、その時に

申請書と合わせて、始末書についても持っていくようにこれからも指導してい

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 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５５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今泉主事から次のとおり説明があった。 

 

 日程第４ 第５５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１７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６，１５９㎡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。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第５ 第５６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第５６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をご覧ください。 

 農用地配分計画は、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。今回は、経営移譲に伴う

権利の移転のみとなります。 

権利の移転を受ける者、権利の移転をする者、移転の時期、移転する権利、及

び移転する土地についてはご覧のとおりとなっています。集計表の一番下をみ

ていただきますと合計が記載されております。 

権利の移転をする農地の面積の合計は、４８筆、６４，１３３．３３㎡です。 

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。 

 

 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１２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６ 報告第１２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７９から８９までの１１件で、転用目的につきましては、住宅の建築が８

件、店舗の建築が１件、駐車場の設置が１件、敷地の拡張が１件です。 

面積は、田 ２，３６９．６１㎡、畑 １，３１２㎡、合計 ３，６８１．６

１㎡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１３７から１４４までの８件です。解約事由別にみますと、 

転用するためが３件、売却するためが３件、他者に賃貸しするためが１件、収用

するためが１件です。面積は、田 １１，５３１．９５㎡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５の１件です。転用の事由としましては、農業用倉庫建築のため 

です。面積は、田 ７９㎡となっております。 

続きまして、取消願についてご説明申し上げます。今回の申請は、受付番号６

から９までの４件です。取消の事由としましては、計画の取りやめが１件、譲受

人の名義が、単有から共有に変更になったためが２件、住宅建築のため地盤改良

工事が必要となることが判明したが、費用の捻出ができないためが１件です。面

積は、田９１２㎡、畑４０８㎡、合計１，３２０㎡です。 



続きまして、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、１５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 ９７，３８５㎡、畑 ７，８７０．３０㎡ 合計

１０５，２５５．３０㎡です。 

最後に、農地改良届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。改良の種別としましては、田畑転換が１件です。面積は、田 ２５

０㎡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 除外申出に係る２７号計画の策定について  

 

 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。 

 

 「安城市の農業の振興に関する計画調書」をご覧ください。この調書に記載し

てあるのは、この後の議事「農用地利用計画変更申出」にも関連いたしますが、

先月２０日付で出されました農用地利用計画変更除外申出の中のものです。 

これらの申出地につきましては、現在施工中の県営かんがい排水事業中井筋

地区、中井筋依佐美地区の受益地となっています。この事業は既存の排水路の補

修や能力の向上等を図るものであり、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考えられております。 

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農用地区域から除外することはできないとなっており

ますが、除外転用によってその土地に設けられる施設が、地域の農業の振興に寄

与すると認められることを市の計画において定めれば、例外として農用地区域

から除外することができるようになります。 

今回の案件につきましては、農村集落の維持・拡大や若者等を地域に定住させ

るための居住環境整備等につながるもの、優良農地の保全を図るため、計画的な

土地利用を進めるものであると言え、地域の農業の振興に寄与すると考えられ

ます。この市の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、

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

させて頂いております。 



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 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。 

 

 これは令和元年１１月２０日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２件、２，９２８㎡、農用地区域

からの除外が１９件、２２，２６７.０８㎡でした。 

除外の目的別に見ますと、分家住宅の建築が２件、駐車場が７件、店舗が２件、

駐車場兼資材置場が４件、倉庫が１件、携帯電話用無線基地局が２件、ガス事業

法によるガス工作物の建築が１件の合計１９件の申し出となっています。 

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、１２月１７日火曜日に農地転用の現地調査と

同様に鈴木貴士委員と、太田良子委員にお願いし、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、次のとおり質問があった。 

 

〇大見 由紀雄委員 

 

 現地調査の件ですが、先程太田委員と鈴木委員が調査の報告をされましたが、

その時に農振除外の案件についても先に所感をおっしゃったわけですが、資料

としてこのタイミングで４条５条と別個に出てくるもんですから、報告いただ

くのも資料を見ながらという意味で言えば、このタイミングで農振除外の案件

はご意見をいただいた方がより私たちも手元にある資料がありますので、そう

でないと、先の４条５条の時だと、資料を探さないといけないんです。そういっ

たことがありますので、方法の問題でありますけれども、ご検討いただければあ

りがたいと思います。 

 以上です。 



〇岡田係長 

 

 ありがとうございます。今現在は４、５条の方の調査の件と農振除外の調査の

件を分けて話していただくとなりますと、なかなか委員さんもその場で使い分

けて話していただくということになりますと、なかなか委員さんもその場で使

い分けて話すということが難しいのではないかということでこういう運用をさ

せていただいているんですけれども、今のご意見をいただきまして、確かにそれ

以外の方は現場を見ていないというわけで、資料を手元に探すのも難しいでし

ょうですから、今ご意見がありましたようにそれぞれの議案の時に意見をいた

だくという流れを考えてみたいなと思います。 

 以上です。 

 

〇林 茂樹委員 

 

 １９番の●●町の外３筆と書いてあるんですが、農用地利用協議会に出てき

たのは、●●だけだったんですが、外３筆というのは、どういう風なのかという

のと、実際に農用地利用協議会にかけられたときに、微妙に分からないような地

図を持ってきて、たまたま了承はしてしまったんですが、その時にあとで持って

きてくださいと言ったのもぞんざいになっているので、ちょっとそのへんこれ

しっかりしないと了承できないと思うんですが。 

 

〇山本主査 

 

 この外３筆というのが、●●町、●●町、●●町の３筆となります。今回ここ

に書いてあるガバナステーション、ガスの減圧装置、変電所みたいなイメージを

持っていただくといいと思いますが、それが主な転用目的でございますが、その

他の●●町の一か所、●●町の２筆ですが、実際には一か所ですが、知多の方で

●●が高圧ガスを作ってそれを碧南を通って安城を通ってこの●●のガバナス

テーションというところまで管を引いてくるんですけれど、その中で基本的に

は道路や水路の下を通ってくるんですけれども、川を渡るときに、川は川底を通

るわけなんですけれども、そのトンネルを掘るために立坑といいますか、それを

する工事が必要なので、その部分に関して●●が土地を取得して除外転用をす

るという場所になります。●●町につきましては、●●町の町内会長さん、推進

委員さんの了承の意見書はいただいております。●●町の先ほどの２筆に関し

ましても、●●町の町内会長の了承の意見書をいただいております。場所につい

ては、この後確認をしてもらいます。 



〇林 茂樹委員 

 

 ●●とはなっていますが、たまたま持ってきた地図が、場所が同じところに書

いてあるような地図だったので、そのへんきちんとわかるような地図にしてく

ださいと、その時に意見で言って、あとで渡すという感じだったのがまだ、やっ

とそのへんの話が出たみたいで、●●町の方には連絡があるということでした

が、外３筆というのが全然違う、ここらへんでまたということではないんですね。 

了承しました。 

 

 議長が再度質疑を諮ったところ、全員異議なく了承 

 

３ 生産緑地の買取希望者の調査結果について（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。 

 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、桜井町地内の１筆で、面積は６９１㎡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。 

 

 ただいま事務局から説明のあった生産緑地の買取希望者はありましたか。買

取希望者はいないようですので、その旨を安城市都市計画課に報告をさせてい

ただきます。 

 

 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 認定農業者の認定について 

 

 上記報告事項について、神谷主事から次のとおり説明があった。 

 



 定例会資料の「認定農業者の認定について」ということで、資料２、３ページ

をご覧ください。こちら上の表が各年１月１日現在の認定農業者の認定状況の

表になります。今年度の認定を行う協議会はあと１週間ほどで本年が終わりま

すが、開催の予定はないため、予定ではありますが、令和２年の数字を掲載させ

ていただいております。令和２年の１月１日現在は、認定農業者数は１５０名、

新規認定は３件、再認定が３５件、認定期間満了によって更新をされない方が８

件、変更・もしくは内容の変更された方が７件、経営移譲・死亡等で取り消しが

４件ございました。 

また、下に認定農業者数の内訳ということで、営農類型別の表を掲載させてい

ただいております。単一経営が５６．７％、複合経営が４３．３％となっており

ます。 

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 認定新規就農者の認定について 

 

 上記報告事項について、早藤主査から次のとおり説明があった。 

 

 私から農業経営基盤強化促進法に基づく、認定新規就農者の認定についてご

報告させていただきます。資料４ページをご覧ください。認定新規就農者とは、

新規で農業経営を始めた、又は始める予定の農業者のうち、農業経営基盤強化促

進法の基本要綱に定められた青年等就農計画という経営開始から五か年の事業

計画を市に提出し、その計画が実現可能なものであること、また、市の農業経営

基盤の強化の促進に関する基本構想の構想上の基準に適するものと認められた

もののことでございます。 

 今回、令和元年５月に青年等就農計画の申請があり、６月に開催されました、

安城市地域担い手育成総合支援協議会で申請内容について意見聴取をさせてい

ただきましたところ、適当であると認められ、令和元年７月１日付けで認定され

た方が一名いらっしゃいましたので、ご紹介させていただきます。●●町にお住

いの●●様で、営農類型は施設野菜、きゅうり栽培でございます。●●様を含め

て安城市での認定新規就農者は、資料に記載のとおり累計で１０名となりまし

た。 

 以上が簡単ではございますが、農業経営基盤強化促進法に基づく認定新規就

農者の認定についての報告となります。ありがとうございました。 

 



議長が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。 

 

 それでは、次第では３ 不耕作地・違反転用農地の指導結果について（資料４） 

でございますが、まず、農業委員及び推進委員の皆様におかれましては、長期間

にわたる調査及び指導にご協力をいただき、大変ありがとうございました。本日

は、その結果についてご説明をさせていただきます。 

では、５ページ、資料４をご覧ください。始めに、不耕作地につきましては、

今年度は対象となる９０筆、７１，２９１㎡の所有者に指導文書を送付いたしま

した。このうち、指導により改善された面積は４１，１６１㎡でしたので、解消

率は５８％でございました。一方、未改善の農地は３０，１３０㎡ですので、市

内の総農地面積の３，６８６ｈａに対する未改善農地の割合は０．０８％という

結果となりました。 

昨年度との比較では、指導対象の不耕作地の面積はだいぶ増えてしまいまし

たが、未改善の農地の面積はそれほど変わりませんでした。つまり、昨年度との

解消率の比較からもわかりますように、より多くの不耕作地が委員の皆様の指

導等により解消できたということになります。 

次に、１０ページの下の、「今年度」と書かれた集計欄をご覧ください。 

この表では、面積に加えて筆数でも昨年度との比較をすることができますが、筆

数については、昨年度よりもわずかに増えた程度です。一方、面積は１．５倍程

度に増えておりますので、これはその右の、田と畑の内訳を示す表からもわかる

ことですが、今年度は１筆当たりの面積が大きい田などの農地が指導対象とな

る割合が高かったということになります。 

その原因につきましては、例えば自作地の田んぼで、所有者の事情により一時

的に草ばえの状態になってしまったものなどがあると考えられます。こうした

ものについては、以後自作することができないのであれば、農地中間管理事業に

よる権利設定を促し、また、近年不耕作地の多くを占める傾向のある畑地や樹園

地については、畑・樹園地お見合いシステムの活用を促すなどの対応を積極的に

図ってまいります。 

 なお、今の時点で改善又は改善の見込みが確認できなかった農地、すなわち、

６ページから１０ページまでのリストの一番右の列の、「指導文書」という欄に

「〇」が記載されたものにつきましては、その後の状況を１月中に再度事務局で

確認した上で、状況が変わらなければ、「安城市農地等の適正管理に関する指導

要綱」に基づきまして、市長名で再度所有者あてに指導文書を送付いたします。 

 では、５ページに戻っていただきまして、次に違反転用農地につきましては、



今年度は１０２筆、８２，７１４㎡で、違反転用率にして０．２２％でしたので、

いずれも例年とほぼ同様の結果となりました。 

違反転用農地につきましては、この農地パトロールの期間内だけで解消に結び

付けるのは中々難しい状況にあります。したがいまして、こうしたものに対し、

地道に指導を続けることはもちろんですが、事務局といたしましては、ここ数年

のように、できるだけ新たな違反転用を増やさないようにするということにも

留意してまいりたいと考えております。 

 なお、今年度の活動に対する手当てにつきましては、予算の範囲内で額を調整

の上、準備でき次第、お支払いをさせていただく予定でございます。 

 この件についての説明は以上でございまして、続いて、４ 令和元年台風１９

号等の被災者に対する義援金についてでございますが、１８ページ、資料５をご

覧ください。先月の定例会におきまして、会長職務代理者より、被災者に義援金

をお送りしてはどうかというご発言があり、委員の皆様にご賛同いただきまし

た。 

義援金の送金先は事務局にご一任いただきましたところ、資料のとおり全国

農業会議所から義援金の募集案内がありましたので、次の１９ページのとおり、

１１月２６日付けで１０万円を送金いたしましたことを報告させていただきま

す。 

 続いて、５ 令和元年度安城市農業委員会視察研修についてでございますが、

資料は、２０ページの資料６とあるものでございます。来年２月２７日木曜日と

２８日金曜日の２日間の日程で実施することを既にお知らせしておりますが、

今回は主に、横浜税関の輸入農産物や食品を扱う現場を視察しまして、輸入大国

である我が国の食の安全について改めて考える機会としていただきたいと思い

ます。２０ページの行程表は、１０月の定例会でお知らせしたものとほぼ同じも

のですが、１日目の夕食の場所を追加しております。 

 そして、１月初めには旅行代理店に参加人数を報告しなければならない都合

上、今月の開催通知には出欠の確認票を同封させていただきましたので、本日の

会議終了後までに事務局へご提出ください。なお、一部の方からは口頭やアンケ

ートで意思表示をいただいておりますが、間違いなくご意向を把握するために、

そうした方につきましても、改めてこの確認票の提出をお願いしたいと思いま

す。 

 最後に、６ 次回予定ですが、次回は、１月２２日（水)午後１時３０分    

災害対策本部室にて運営委員会を午後２時３０分より第１０会議室にて定例 

会を行います。 

 なお、研修会につきましては、来月は実施する予定はございません。 

それから、その次の２月の農業委員会の日程について、お伝えしたいことがご



ざいます。開催日は予定どおり２月２５日（火）で変わりありませんが、当日、

会場の第１０会議室の利用できる時間が限られている都合上、定例会をいつも

よりも３０分早く、午後２時ちょうどから始めたいと考えておりますので、あら

かじめご了承をいただきますようお願いいたします。 

 連絡・報告事項については、以上でございます。 

 

午後３時１０分、議長は閉会を宣する。 


