
 

  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和２年４月２２日（水） 

 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               ２７名 

 

法第８条による委員数                １２名 

法第１８条による委員数                ０名 

 

柴田 孝敏委員、近藤 正広委員 

新型コロナウイルス感染症対策のため、法第１８条による委員は 

 出席を控えるよう要請 

 

会長 杉浦 英彦 

  

 

 

岩瀨事務局長、小栗事務局次長、村藤事務局課長、岡田課長補佐 

松井主査、市川主査、細井主査、曾我主事 

 

 

 

３  浅井 清幸 委員 

４  長谷部 勇 委員 

 

 



会議の記録 

 

午後２時半、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 ６ 長谷部 勇 委員 

 また、欠席者（農業委員）は ３ 柴田 孝敏委員 １１ 近藤 正広 委員  

 なお、本日の会議は、新型コロナウイルス感染症対策のため、農地利用最適化

推進委員の出席は控えていただくこととした 

 

 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１４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細井主査から次のとおり説明があった。 

  

 日程第１第１４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１２から１５の計４件です。申請内容は、贈与が１件、

売買が３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。 

また、譲渡人の理由は、後継者に農業の承継を図るためが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４，５８０㎡、畑２４０㎡、合計４，８２８㎡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１５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１６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曾我主事から次のとおり説明があった。 

 

 それでは、日程第２ 第１５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３の１件で、転用目的は駐車場です。申請面積は、畑 

９３．５９㎡です。 

続きまして日程第３第１６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３８から５８までの２１件です。

転用行為別に見ますと、分家住宅が５件、住宅が１件、住宅及び駐車場が１件、

駐車場が４件、資材置場兼駐車場が３件、仮設事務所兼資材置場が１件、仮設道

路が１件、店舗が２件、児童発達支援センターが１件、粘土採掘場が１件、ガバ

ナステーション、バルブステーションの設置及び立坑用地が１件です。 

面積につきましては、田１３，１９１．８０㎡、畑６，２３７．４７㎡、合計

１９，４２９．２７㎡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４７です。 

申請日は令和２年４月６日、同日農業委員会受付となっております。本案件は、

譲受人が、譲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２年６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、汚水・

雑排水は下水道本管に排水します。雨水については敷地内の集水枡で集水後、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２２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４５、４６、４９、５

０、５２、５８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、４月１５日水曜日に林茂



樹委員と柴田孝敏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、林茂樹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。 

 

〇林 茂樹 委員 

 

 １５日に現地調査をしてきました。回る件数が多くて大変でしたが、回ってい

て気付いた点につきましては、ほとんど小さい案件が多くて、その中でも店舗が

あったり、分家住宅があったり、こんなところに本当に店が建つのかなというよ

うな所があったり、少し大きいなと思う所はどちらかと言うと駐車場だったり、

一時転用の粘土だったり、今回１か所ガス関係の施設がありまして、必要なもの

だから仕方ないよねという風で見てまいりました。ほとんどのものは問題がな

いと思います。 

 以上で終わります。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第４ 第１７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１７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２から５の４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３７，

１５１㎡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１８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等について 

 

 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１８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

地利用集積計画等についてご説明申し上げます。 

 令和２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。今回は、耕作者交換に伴

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、７８筆、１２４，６５４．５５㎡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４号 専決処分について 

 

 上記の議題について細井主査から次のとおり説明があった。 

 

 日程第６報告第４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５の１件です。転用行為の概要は、共同住宅の建築が１件です。面積は、

田２０１㎡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１７から１９の３件です。転用行為別にみますと、専用住宅の建築が 

１件、賃貸住宅の建築が１件、事務所の建築が１件です。面積は、田１，３４３



㎡、畑２４２㎡の合計１，５８５㎡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４０から４９の１０件です。解約事由別にみますと、 

転用するためが１件、自作するためが２件、収用のためが３件、売却するためが 

４件です。面積は、田１４，７８９㎡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２の１件です。変更の事由としましては、通路と併せ

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件です。面積

は、田４，９５２㎡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、８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２３，７３０．４８㎡、畑 ６，００２㎡、合

計２９，７３２．４８㎡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。 

 

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 農地等利用最適化推進施策の改善に関する意見書の提出について 

  

 上記の議題について岡田課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

定例会資料の１ページをご覧ください。まず、「１」の「意見書案の策定経過」

につきましては、先月の定例会でもおおむねご説明した内容ですが、この表の下

から２行目に太字で記しましたように、意見書の最終案については、先月の運営

委員会においてご承認をいただいております。そして、その後は特に修正を加え

る必要はございませんでしたので、結果的には、本日この場で、同じ案について

農業委員会組織としてのご承認をお願いする手続に移らせていただきます。 

 では次に、「２」の、「意見書の最終案について」ということで、その内容につ

いて今から順にご説明申し上げます。資料といたしましては、事前に送付した表

紙に「意見書（案）」とあるものですが、この冊子は、実際に市長へ提出するも

のとほぼ同じ体裁のものとご理解ください。では、表紙をめくっていただき、１

ページをご覧ください。 

 これは前文に当たるものでございまして、今回の意見書を提出する理由が述

べられています。内容を要約して申し上げますと、前半部分は、安城市が日本デ



ンマークと呼ばれるほど農業が発展してきた歴史的な背景に始まり、一方で近

年は、都市化の進展や、畑地及び樹園地の後継者不足等に伴う問題が生じている

現状などが記してあります。次に、後半部分は、新しい農業委員会制度では、「農

地利用の最適化」が農業委員会の重要業務になったことに触れ、それをよりよく

実現するためには、国が用意した全国一律の施策以外にも、本市の抱える問題や

実情に合わせた独自の取組が必要であることから、こうしたものについて、農業

委員会等に関する法律の規定により、市長に提言をするとともに、市の施策に反

映させることを求めるとしています。  

 次に、２ページをご覧いただきますと、１つ目のテーマである「遊休農地等の

発生防止と解消」のための具体的な提言として、大きくは５つの意見が記してあ

ります。 

 その内容でございますが、本市の不耕作地の多くは、土地所有者の高齢化や後

継者不足で耕作できなくなった畑と樹園地で見られます。したがいまして、まず、

アでは、こうした農地の情報を町内会等で一元管理し、農用地利用改善組合を始

めとする地元組織との連携により遊休化を防ぐことを、次にイでは、市民農園開

設に係る市の補助事業をさらに有効活用することを、ウでは、現行の畑・樹園地

お見合いシステムを改良することで、遊休化のおそれのある農地の貸借を、より

効果的に進めることを、エでは、地域活動組織が有償で農地の管理等を行う仕組

みを創設することを、オでは、市とＪＡなど関係機関との連携により、農業機械

などを貸し出す仕組の整備や、農地を相続した遠方の方への相談窓口の増強を

提案することを内容としています。 

 次に、３ページの上から４行目以降には、２つ目のテーマである「担い手への

農地利用の集積と集約化」のための意見が述べてあります。そのうちまず、３ペ

ージの（１）は、担い手の経営効率化と強化等を進めるべきであるという趣旨の

意見でございまして、そのための具体的な方法として、まずアとイでは、ほ場の

大規模化と、人・農地プランに関する地域の話合いの強化を進めることを、そし

てウでは、多品種作物の作付けを推進することを、次にエでは、農業の必要性を

議論する場を確保することなどについて、４ページの２行目までにかけて記し

てあります。 

 続いて、４ページの（２）には、農地中間管理事業の一層の活用を推進するこ

とが、そして次の(３)には、農地の集積と集約化に支障をきたす大規模転用の抑

制についての意見が述べてあります。その内容といたしましては、まず①と②は、

市の土地利用に関する各種計画等が出来上がってしまう前に対処していくこと

が必要であるという観点から、こうしたものの策定段階の手続に、農業委員会や

農業者がかかわる機会をより増やすことを求め、③は、大規模な転用が可能な区

域を限定することと、耕作者への代償措置を検討することを、④は、転用にかか



わる基準の厳格化を、⑤は、農地保全の重要性について、農地所有者に対する啓

蒙を図ることをそれぞれ求めるものです。なお、この（３）については、近年の

安城市においては特に重要な問題と考えられますので、検討会でも非常に活発

に議論された項目でもあります。 

 続いて、５ページに移りまして（４）は、稲作農家中心になりがちな農業施策

を、畑作やそのほかの営農類型の農業者にも展開していくことを求めておりま

す。次の（５）は、アでは、排水路等の農業基盤の保全や整備を始めとする土地

改良事業の推進について、イでは、河川の氾濫等に伴う農地の浸水被害の防止策

を提案するものとなっています。 

 続きまして、「３」でございますが、最後のテーマである「新規参入の促進」

を図るための意見が述べられています。 

 具体的にはまず、（１）は、交流事業等による方法としまして、（次の６ページ

の）アでは、各地域における農家と若手農農業者との交流を図り、農業に従事す

る若者を支援することを、イでは、農業大学校などにおいて将来の人材確保につ

ながる施策を展開することを提言するものです。次に、（２）では関係機関との

連携等による方法としまして、①と②は、市と、県やＪＡとの連携により、農地

のあっせんや、使われなくなった農機具や施設の継承により新規参入者の初期

投資を抑えることなどについて、③は、実践指導の受入れに関する相談窓口の設

置について提言しています。そして最後に（３）には、雇人に係る費用、つまり

人件費の負担軽減を図るという視点から農家の経営を支援することで、新規参

入を促すための意見が記されています。 

 以上、意見書の内容についてご説明申し上げましたが、本日ご承認をいただく

ことができましたら、資料１ページの「３」、「今後の予定」というところにあり

ますように、今月２４日に、当農業委員会を代表して杉浦会長及び榊原会長職務

代理者から、市長へ提出することとなります。 

 この件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。 

  

２ 令和２年度安城市農業委員会活動計画（案）について 

 

上記の議題について岡田課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

  では２ページ、資料２をご覧ください。 

 まず、この活動計画というのは、農業委員会等に関する法律の第６条に規定さ

れる農業委員会の所掌事務のうち、本市農業委員会が実際に行う活動の概要を



記載することにより、その年の活動を前もってご認識いただくために作成して

いるものでございます。 

 そして、今ご覧いただいている２ページ以降が、事前に送付いたしましたもの

と同じ、令和２年度の計画（案）でございます。 

なお、例年は、すべての項目について順に詳しく説明しておりますが、今回は、

昨年度の計画から基本的な考え方を引き継ぐ部分については、説明を省略させ

ていただきまして、内容が大きく変わった部分についてのみご説明いたします。 

 では始めに、３ページをご覧ください、下の方の「６ 農地の利用集積と集約

化の促進」につきましては、この４月から適用された制度改正により、従来の農

地利用集積円滑化事業は農地中間管理事業に統合されましたので、今後は、農地

中間管理事業を中心に賃借権等の設定を進めることで、農地の利用集積等を図

るとする表現に改めております。 

 次に、５ページをご覧ください。真ん中あたり「１３ 農地等利用最適化推進

施策の改善に関する意見の提出」でございますが、先ほどの議題でご承認をいた

だきましたので、今月２４日の提出に向けて事務を進めてまいります。 

 最後に、「１４ その他」として、「先進地視察及び研修」についてでございま

すが、表には昨年度までの実積が記載してあります。なお、令和２年度の視察等

につきましては、実施する場合でも７月の改選以降になりますので、次期、第２

４期の体制下で協議の上、方針を決定してまいります。 

 この件についての説明は、以上でございます。 

 

議長より再度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、次のとおり説明があった。 

 

１ 令和元年度生産調整の実施結果について 

 

 上記連絡事項について、柴立主事から次のとおり説明があった。 

 

 資料３、６ページをご覧ください。令和元年度生産調整の実施結果になりま

す。 

 水稲の作付率が１００％以内であれば生産調整が達成していることになり

ます。 

 一部地域については、作付率が１００％を超えていますが、集落で生産調整

を達成しております。 



 また、面積の集計については、俗人で面積集計しておりますが、担い手さん

が一部土地を持ち込んだため、若干水稲面積が増えました。 

 安城市全体で生産数量目標を達成しているかで判断するため、安城市全体と

しては、９７．３％になり生産調整は達成しています。 

 令和元年度生産調整の実施結果については以上です。 

 

議長より質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

  

２ 市民ふれあい農園開設等支援事業補助金について 

 

 上記連絡事項について、真茅主事から次のとおり説明があった。 

 

 私から市民ふれあい農園開設等支援事業について説明させていただきます。

資料７ページをご覧ください。 

まず、本事業の目的ですが、農家の方等が開設する市民ふれあい農園の整備又

は拡充を財政的に支援することで「農」を介した市民の交流を促進するとともに、

農業体験を通して食料と農業に関する理解を深めることで、安城市の農業の持

続可能な発展と優良農地の保全を図る、ということを目的にしています。 

続きまして、２の制度の内容ですが、まず、要件としては、記載のアからカの

６つがあり、開設方法や開園継続年数、運営方法等が定められています。 

次に、補助対象は市民農園の開設者を対象にしています。 

また、対象経費ですが、こちらは市民農園を開設または改修するためにかかる

経費を対象にしておりまして、農園の整備費、施設整備費、広報費等が対象とな

ります。補助金額は、補助対象経費の二分の一以内で、１農園当たり８０万円が

上限額となっております。 

最後に、参考としまして、現在補助を受けて開設した市民農園については、安

城市内で４園ございます。本事業につきまして、市民農園を開設したいという方

が周囲にいらっしゃいましたらお手数ではございますが、ご周知、ご活用いただ

きますようお願い致します。 

以上で、市民ふれあい農園開設等支援事業について説明を終わります。 

 

議長より質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 その他の連絡報告事項について、岡田課長補佐から次にとおり説明があった。 

 

 「３」ですが、毎年恒例の「ふれあい田んぼアート」の田植えにつきましては、



今年度は、新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、中止が決定しておりま

す。 

次に、「４ 提出物」でございますが、先月の定例会でお知らせいたしました

とおり、農業委員会活動記録簿集計表の提出をお願いします。 

次に、「５ 配付物」につきましては、今年度の安城市職員名簿ができ上りま

したので、お配りいたしました。 

最後に、「６」、次回の予定ですが、次回は、５月２２日(金)午後 １時３０分  

から第８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   

例会を開催する予定です。なお、研修会は予定しておりません。 

また、新型コロナウィルス感染症対策のため、ただいま申し上げた会場や運営

方法を変更する場合には、今月のように、事前に連絡をさせていただきます。 

連絡・報告事項につきましては、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。 

 

午後３時３０分、議長は閉会を宣する。 


