
 

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和２年６月２２日（月） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時３０分 

会   場  さくら庁舎第３６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                １１名 

法第１８条による委員数               ２０名 

 

柴田 孝敏委員、長谷部 勇委員、近藤 正広委員 

 近藤 正俊推進委員、杉野 猛推進委員、木村 丈樹推進委員 

太田 俊夫推進委員、都築 新一郎推進委員、本多 茂推進委員 

神谷 孝雄推進委員 

 

 

会長 杉浦 英彦 

  

 

 

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 

 

 

 

 

５  鈴木 貴士 委員 

１３ 太田 千尋 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 ５ 鈴木 貴士 委員 １３ 太田 千尋 委員 

 また、欠席者は ３ 柴田 孝敏 委員 ６ 長谷部 勇委員  

 １１ 近藤 正広委員 ５ 近藤 正俊 推進委員 １２ 杉野 猛推進委

員 ２２ 木村 丈樹推進委員 ２３ 太田 俊夫推進委員  

 ２４ 都築 新一郎推進委員 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２２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２２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２２～２６、設定２～４の計８件です。申請内容は、

売買が５件、使用貸借による権利の設定が３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、農耕に精進するためが４件です。 

譲渡人の理由は、相手方の要望によるためが３件、後継者がいないためが２件、 

経営移譲のためが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１５，１２０㎡、畑３，９０３㎡、合計１９，０

２３㎡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２３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２４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２３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４，５の２件で、転用目的は駐車場１件、自己用住宅１

件です。申請面積は、畑２０９㎡です。 

続きまして日程第３第２４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７０から８４までの１５件です。転用行為別に見ます

と、分家住宅が７件、駐車場が２件、通路敷地が１件、店舗が１件、作業場及び

駐車場が１件、住宅敷地の拡張が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１０，７８６㎡、畑８６１㎡、合計１１，６４７㎡

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７３です。 

申請日は令和２年６月５日、同日農業委員会受付となっております。本案件は、

借人が、貸人の所有する田を転用し、駐車場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Ａ３二つ折り一枚の紙の資料

１をご覧ください。 

事業期間につきましては、令和２年８月１日から着工し、令和２年８月３１日

に完成する計画となっております。資料あけていただきまして、資料２、３をご

覧ください。申請地はハッチの部分です。薄く色づけしている部分は一体利用地

で、すでに医療施設及び駐車場として利用されております。医療施設部分は現在

改築工事中で、病床数等の増加により、駐車場も増設するという趣旨の申請です。 

裏面をご覧ください。一体利用地を含めた具体的な利用計画については、資料

４に記載いたしましたので、説明いたします。 

 まず排水計画について、申請地は駐車場のため、汚水・雑排水は発生しません。

雨水については敷地内を砂利敷きとし、自然浸透により雨水の流出を防ぎ、浸透

しきらない雨水が発生した場合も、敷地内の南方向へむかっている勾配を利用

して集水桝に集水し、既設水路へ放流する計画です。直接接している農地はあり

ませんが、周辺地に係る影響を考慮し、周囲にブロック積みを設置いたします。 

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７３、７７、８３、８

４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、６月１５日水曜日に大見

由紀雄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。 

 

 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２５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２５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６から１１の６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２６，４０７㎡ 畑１，９４３㎡ 合計２８，３５０㎡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２６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５第２６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、１５筆、２９，９１７㎡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６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６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６及び７の２件です。転用行為の概要は、駐車場の設

置が２件です。面積は、畑３４９㎡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２１から２５の５件です。転用行為別にみますと、専用住宅の建築が２

件、駐車場の設置が１件、住宅の建築が１件、店舗の建築が１件です。面積は、

田２，３４２㎡、畑８２１㎡の合計３，１６３㎡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５４から６２の９件です。解約事由別にみますと、転用

するためが２件、自作するためが２件、収用のためが１件、売却するためが３件、



他者に賃貸しするためが１件です。面積は、田１０，６１６．０８㎡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の１件です。大正１４年建年の納屋、昭和３１年建年の畜舎が建っており、

現在も利用中のものが１件です。面積は、畑２００㎡となっております。 

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７６３

㎡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 農地等利用最適化推進施策の改善に関する意見に対する回答について 

 

 上記の議題について、岡田補佐から次のとおり説明があった。 

 

 まず、資料といたしましては、別添資料としてお配りした、表紙に「回答書」

とある冊子と、定例会資料の１ページから始まる資料１の２種類でございます。 

 では、ご説明申し上げます。 

 去る４月２４日に、農業委員会等に関する法律第３８条第１項の規定による

意見書を当農業委員会から市長に提出いたしましたところ、これに対する回答

が市長からございましたので、本日は、その内容についてご報告をさせていただ

きます。 

 ただし、内容の全文は、本日お配りしたこちらの冊子のとおりでございますが、

これをすべて説明するには相当な時間を要しますので、ここでは別の資料で要

点のみをご説明申し上げます。ではその、概要版としてご用意いたしました、定

例会資料の１、１ページをご覧ください。 

 まず、上の四角の枠内にございます、一つ目の意見は、今の安城市では最も重

要な課題に対する提言と言ってよいと思います。つまり、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

れますので、その対策として、耕作放棄されるおそれのある農地の情報を町内会

等で一元管理し、地元組織との連携により遊休化を防ぐことを含む５つの方法

のほか、畑作及び果樹栽培の後継者や新規就農者の確保を図るために、関係機関



との連携により、農地のあっせんをすることや、使われなくなった農機具や施設

を継承する仕組を整備することなどを提案いたしました。 

 そして、以上の意見に対しましては、一括してその下のように回答がございま

した。まず、このことについては市も重要課題の一つと認識しているとした上で、

安城市では畑地や樹園地の就農支援を進めることが、同時に遊休農地の発生防

止にもつながるという考え方から、〇印のついた５つの方法を組み合わせて、新

たな仕組を作ることを今年度から検討していくというものです。その一つ目は、

県、ＪＡ及び市が協力して事務を行うために協議会を組織し、地域活動組織及び

農業委員会と相互に連携する体制を整備すること、２つ目は、地域活動組織や農

業委員会が畑・樹園地お見合いシステムの運用にかかわること、３つ目は、使わ

れなくなったハウス等の施設の情報を地域活動組織が常時把握し、協議会と共

有できるようにするとともに、新規就農者等へ最新の情報を提供できるように

することで、そうした施設の貸付けを進めること、４つ目は、就農等に関する相

談窓口の増強を図ること、そして最後に、就農希望者の研修の機会を増やすため

に、受入先となる農家を支援することです。併せて、意見の内容を踏まえまして、

他者に耕作の権利を引き継ぐような方法だけでなく、耕作できなくなった農地

を地域活動組織等が管理する方法や、従来の耕作者が引き続き耕作できるよう

にするための方法も検討していくとしています。 

 続いて、２ページをご覧ください。ここからは、担い手への農地利用の集積と

集約化のために当委員会から提案した５つの意見、及びそれに対する回答が示

してございます。 

 次に、３ページをご覧ください。上の枠内は、担い手への農地利用の集積と集

約化に支障をきたす転用を抑制するための５つの意見でございますが、上から

順に意見とそれに対する回答の内容を申し上げます。 

 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考え方から、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るもので

す。これに対する回答としましては、各種計画の策定等に関する委員の選任時や

審議の手続において、意見の趣旨を考慮することや、現行の都市計画マスタープ

ランの中間見直し等の際には、関係の深い農業者を含む審議会での審議を行う

こと、農業委員会への情報提供の方法を改めて検討するという内容となってお

ります。 

 次に、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求める意見ですが、これに対しましては、限定する区域の場

所を始め規模など検討する課題が多いことから、当面は必要な調査と関係する

制度の研究等を行うとし、また、用地を提供した耕作者には、代替地のあっせん



や農地の生産性を高めるための基盤整備事業の実施などを代償として検討する

としています。 

 次に、④は、転用にかかわる基準の厳格化を求めるものですが、回答としまし

ては、令和３年度に予定する農業振興地域整備計画の見直しの際に、必要な見直

しを検討するとしています。 

 最後に⑤は、農地保全の重要性について、農地所有者に対する周知と啓蒙を図

ることを求めていますが、これに対しては、広報あんじょうに啓発記事を掲載す

るなどの方法が回答として示されています。 

 次に、その下の枠内の意見は、稲作農家中心になりがちな農業施策を、畑作や

そのほかの農業者にもさらに展開していくことを求めるものですが、回答とし

ましては、これまで支援策が少なかった作目に対する補助事業等の必要性につ

いても検証していくなどとしています。 

 続きまして、４ページをご覧ください。 

まず、一番上は、土地改良事業の推進、及び河川の氾濫等に伴う農地の浸水被

害の防止策に関する意見と、それに対する回答でございます。 

 次に、２つ目と３つ目の枠内は、新規参入等の促進についての意見でございま

す。このうち、２つ目の枠内は、人と人との交流を通して人材の確保や育成を図

るための提言ですが、これに対する回答としましては、農務課で策定している食

料・農業・交流基本計画の施策の一つとして事業を実施できる可能性があること

などが示されています。 

 以上、要点のみをごく簡単にご説明申し上げましたが、皆様には、内容を正確

に把握していただくために、後で必ず全文の方もお読みいただきたいと思いま

す。その上でご不明な点等につきましては、事務局へお問い合わせください。 

 なお、先月の定例会の資料にも記しましたが、意見書の提出に関するこれまで

の情報は、すべて市の公式ウェブサイトに掲載してございます。したがいまして、

この回答書につきましても、後日、同じページに掲載させていただきますので、

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。 

 

議長より質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

２ 農業委員会の適正な事務実施通知に基づく「令和元年度活動点検・評価及び 

令和２年度目標・活動計画（案）」について 

 

 上記の議題について、岡田補佐から次のとおり説明があった。 

   



  では、事前に送付いたしました、見出しに「令和元年度の目標及びその達成

に向けた活動の点検・評価」とある資料をご用意ください。 

  これは、「農業委員会の適正な事務実施について」という国からの通知を受

けまして、すべての農業委員会で統一された様式により「目標と活動計画」を

定めて取り組むものでございます。 

  そして本日は、お手元の資料のとおり事務局で作成した昨年度の活動の点

検・評価と、今年度の活動計画の素案につきまして、お諮りをさせていただき

ます。なお、例年は５月の運営委員会での事前審議を経て、６月の定例会でご

決定をいただくという手続を踏んでおりますが、今年は５月の運営委員会を

中止したことに伴い、審議する機会は本日の定例会のみとなります。このため、

すべての委員の方に、あらかじめ資料を送付して内容をご確認いただくこと

としましたが、期限である本日正午までには、特に素案に対するご意見はいた

だいておりませんので、ご報告いたします。 

  では内容ですが、まず、令和元年度の点検と評価については、１ページをご

覧ください。ここには、本市の農業の概要と農業委員会の体制が各種統計資料

などに基づいて記載してございますが、内容についての説明は省略いたしま

す。 

  次に２ページの「Ⅱ 担い手への農地の利用集積・集約化」については「１ 

現状及び課題」で平成３１年３月時点での実績を記載しており、その下に「２」

で、「令和元年度の目標及び実績」が記載してございます。目標に対する達成

率は１０２％でしたので、その下の４に記しましたとおり、目標及び活動に対

する評価は、いずれも妥当としております。 

次に３ページのⅢは、「新たに農業経営を営もうとする者の参入促進」でご

ざいますが、「１ 現状及び課題」では、過去３年度の新規参入者数及びその

者が取得した農地面積の実積などが記載してあり、その下には「２」で「令和

元年度の目標及び実積」が記載してございます。目標に対する達成率としまし

ては、ご覧のとおり参入者数が３３．３％、取得面積が６６．６％と、低い値

となりました。そこで４の評価ですが、親元就農のような場合ではない、純粋

な新規就農者の安定的な経営を支援していくという視点からの活動が、より必

要ではないかと評価しております。この点につきましては、先ほどの議題で市

長の回答にありました、後継者対策を進める中で検討してまいりたいと考えま

す。 

  次に４ページの「Ⅳ 遊休農地に関する措置に関する評価」でございますが、

本市には農地法などの基準でいうところの遊休農地に該当するものはござい

ませんので、解消目標、達成状況のいずれも設定しておりません。しかし、こ

のこととは別に、農地パトロールの実施によって、遊休農地化につながるよう 



 な、つまり遊休農地の一歩手前である不耕作状態の農地などを把握し、速やか

に解消していくような取組を行いましたので、４の評価では、目標、活動ともに

妥当といたしました。 

続いて５ページの「Ⅴ 違反転用への適正な対応」につきましては、数字上

は０．２ｈａと、わずかな増加に食い止めたとも言え、むしろ違反転用地への

対応の難しさを考えれば、委員の皆様に農地パトロールを行っていただき、そ

の所有者に文書指導などを行ったという活動そのものに対する評価は妥当と

いたしました。 

続いて６ページには、農地法第３条の許可事務や農地転用に関する事務の実

績を、次の７ページには、農地所有適格法人の報告、農地の賃借料等などの情

報提供の実績を統計資料などに基づいて記載してございます。 

  次に８ページの中段ですが、「Ⅷ 事務の実施状況の公表等」では、農業委

員会の議事録やこの活動点検・評価の公表は市の公式ウェブサイトで行って

おりますので、その旨が記載してあります。 

 続きまして、９ページからは今年度の活動計画でございます。 

  では、始めに１０ページをご覧いただきまして、上段のⅡ「担い手への農地

の利用集積・集約化」の目標は、２のところですが、過去の実績から、集積率

の増加を約１．５％と見込んで、２，２７５ｈａとしております。 

  次に「Ⅲ 新たな農業経営を営もうとする者の参入促進」ですが、ここ２年

の実績は低くなっているものの、過去の平均によると、年に２から３経営体の

参入があり、その新規取得農地面積は０．２ｈａ程度であるため、目標として

は昨年度から変更せずに、参入者数が「３経営体」、面積は１経営体当たり０．

１ｈａと見て「０．３ｈａ」といたしました。 

  続いて、１１ページ上段のⅣ「遊休農地に関する措置」につきましては、今

年度も遊休農地は発生させないことを前提として記載しております。 

なお、２の「令和２年度の目標及び活動計画」の表の真ん中辺りにございま

す、農地の利用状況調査の調査員数（実数）が４１人になっておりますが、こ

こには来月の改選後の全委員数を記載すべきであり、４２人が正しいことにな

りますので、訂正とともにお詫びを申し上げます。 

 次に、その下のⅤ「違反転用への適正な対応」は、解消目標の項目は元々様

式中にございませんので、活動計画としては「農地パトロールを実施し、違反

転用の早期発見・是正指導を行う」としております。 

  内容については以上でございますが、本日ご承認をいただきましたら、速や

かに市の公式ウェブサイトで公開するとともに、県農業会議へ提出いたした

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。 



 

  議長より質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

３ 農地所有適格法人の事業状況等の報告について 

 

上記の議題について、岡田補佐から次のとおり説明があった。 

 

５ページ、資料２をご覧ください。 

 農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後３か月以内に、農業委員会へ経営状

況等を報告することが、農地法第６条第１項で義務付けられています。 

また、農業委員会はその報告を受け、その法人が農地法第２条第３項に規定す

る農地所有適格法人の４つの要件である、法人形態要件、事業要件、構成員要件、

業務執行役員要件を満たしているか、及び満たさなくなるおそれがないかにつ

いて確認する必要がありますので、このたび本件を議題といたしました。 

では、一覧表の下部の※１から※４までをご覧ください。 

まず、１ですが、法人の形態としては、非公開の株式会社、合同会社、合名会

社、合資会社、有限会社又は農事組合法人でなければなりません。 

次に、２、事業要件としては、売上高の過半が農業によるものであることが必

要です。 

そして、３、構成員の要件としては、農業常時従事者、農地を提供した個人、

地方公共団体、農協などの議決権が、総議決権の１／２を超えていることが必要

です。 

最後に４、業務執行役員要件としては、役員の過半が農業の常時従事者であり、

役員又は重要な使用人のうち、１人以上が農作業に従事していることでござい

ます。 

 そして、報告のあった市内７法人について、提出された報告書のこれら４要件

を確認し、まとめたものが表のとおりでございますが、結果としてすべて要件を

満たしておりましたのでご報告いたします。 

 なお、この農地法第６条第１項の規定というのは、あくまでその法人が農地の

権利を持つ資格があるかどうかを農業委員会が定期的に審査するための規定で

す。したがいまして、農地所有適格法人に該当する者であっても、現在は農地を

所有しておらず、また、借りてもいないものについては、今年度の報告の対象と

はなりませんので、この表には記載してございません。 

 この件につきましては、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。 



４ 農用地利用計画変更申出について 

 

上記の議題について市川主査より次のとおり説明があった。 

 

 これは令和２年５月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、農用地区域からの除外が１３件、１３，２２３㎡でした。 

除外の目的別に見ますと、分家住宅の建築が６件、住宅の敷地拡張が１件、駐車

場が３件、資材置場が１件、その他としまして店舗が１件、工場が１件の合計１

３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、６月１５日月曜日に江川攻委員と、大見由紀

雄委員にお願いし、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。 

 

ここで今回の現地調査をされました江川攻、大見由紀雄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。 

 

〇江川 攻委員 

 

 ６月１５日に現地調査に行ってまいりました。５条の関係が１５件、計画変更、

除外の関係が１３件、合計２８件回ってきました。いずれもですが、概ね問題は

なかったように感じました。 

 でも今から私の個人的な感想、気付いたことを申し上げたいと思います。 

 除外の方ですが、１，０００㎡以上のものが４件ございまして、そのうち最大

のものが●●の４，７１０㎡でございます。回らせていただいた中で最大の面積

でございますけれども、県道５６号に沿ったところで、いずれも、工場用地で転

用される場所であろうかと思いまして、残念だけども、やむを得ないかなあとい

う風に思いました。 

 それから●●町の●●というところがありますが、そこの駐車場も１，０００

㎡以上だと思いますが、時々あそこを通ることがございますから、あそこを通る



となぜ田んぼのど真ん中によくわからないような看板もはっきりでてないよう、

黒塗りの工場らしきものがあるけどなんだろうなと前から思っていたので、回

らせていただいてよく分かりました。プラスチック関係の精密成型そういうふ

うなことを教えていただきました。したがって、最先端企業であることで、ここ

が認められているんだなと思いました。 

 それからですが、全般的なことで、申請された土地、転用された土地の残る部

分がありますよね、その残りの部分が不耕作地になりやすいということも見て

おりますので、そのこともお話したかったです。事務局の方もきちんとうまく連

絡をとっていただいて、指導していただいて、残りの部分は狭いかもしれないで

すが、有効な農地として活用されるように、今後も事務局の方に指導していただ

きたいと思いました。 

 最後に、今日は私最後の定例会に出席させていいただきました。しかも最後の

現地調査ということで、運がよかったなと思っています。ありがとうございまし

た。 

 

〇大見 由紀雄委員 

 

 それでは私の方から、２点気が付きましたがことがございましたので、申し上

げさせていただきたいと思います。 

 ５条の農地転用も農振除外もそうですが、現地を回りまして、「え、ここが農

振農用地か」と、５月の５条案件の中に２月に農振除外済というのが確か５件あ

りまして、特に分家の方ですけれども、「え、ここが農振農用地か」というよう

な感じを受けたものが半分くらい、それから、今回の農振除外の中にもそういっ

たところがありました。そういったところを見ますとですね、この色地、白地の

規制というものが実は昭和４５年なんですね、それから半世紀、５０年経過して、

その間に一部の修正変更等はもちろんあったわけですが、ちょっとおかしいの

ではないかと感じがするところもございます。というのも、皆様方ご存じのとお

り、いわゆる昭和５０年代にほ場整備をした中で、受益地に入れて、集落の軒先

まで農振農用地に入れてきたという経緯・経過があると思います。そういった中

で、軒先が色地になってくということだろうと思うんですが、やはり、半世紀も

経ってますし、少し大々的にその辺を見直して、農振除外案件が減るような方向

で一度検討が必要ではないかなとそんな風に思いました。先ほど事務局からご

説明があったんですが、時々来年、令和３年度ですが、農振農用地の５年に１回

の見直しもあるということでございますので、それぞれの集落の状況によって

考え方が違うと思います。逆線引きのですね、逆に白地を農振農用地に入れたほ

うがいいんじゃないかというような地区も思い当たるところがございます。そ



ういった、両面を調整できるようなことを、まずは集落で一度考えていったらど

うかなと考えましたので、その点一つ申し上げたいと思います。 

 それからもう一つ思いましたのは、農振除外、先程も江川委員からお話があり

ましたように、大きな面積がございます。特にですね、工業系の大型転用が、工

業団地を始めたくさん昨今あったわけですが、そうしたものに対する農業者、認

定農業者、担い手に対する補償ということが、市長に意見書を提出した段階であ

ったわけですね、先程、市の方の回答でご説明がありましたが、あまり踏み込ん

だ説明がありませんでした。代替地の確保とかいうようなことが書いてありま

したが、代替地ということになると、他の営農者と取り合うことになって、根本

的な解決にはならないのではと考えます。したがって、そのへんのことを考えま

すと、もう少し地域とか担い手の方に、大型転用された土地の面積に対する損失

補償的なものがこれからは必要になってくるのではないかなと。農業のこれか

らの発展を考えていった場合、また、担い手が育成をされるといことを考えた場

合、地主がいいだけではだめだ、また、開発業者がいいだけではだめだ、やはり、

地域だとか、地域で一生懸命農業を営んで見える方が、しょうがないなと思うよ

うなそういう環境が必要ではないのかと、今回の現地調査の中で、大きな農地が

転用されるのを見ますとそのように感じましたので申しあげておきたいと思い

ます。 

以上です。 

 

〇市川主査 

 ありがとうございました。今いくつか江川委員、大見委員ご意見等いただきま

して、転用等で残されてしまう、小さくなる農地につきましても、今回もあった

んですけれども、利用権設定を再度するように促したといったケースもありま

すので、不耕作とならないように今後も事務局としても呼びかけをしていきた

いと思っていますので、よろしくお願いします。 

 また、大見委員がおっしゃっていただいたように、農用地の現状がだいぶ昔と

変わってきているといこともあります。来年度、農用地の計画の見直しをしてい

く中で、各地区にもご意見をいただきながら、計画の策定を進めていきたいと思

いますので、またそういった時に地区でご意見をいただければと思いますので

よろしくお願いします。 

 最後の損失の補償につきまして、今後もどういった方法があるか検討してい

きたいと思いますが、ごめんなさい、今日の段階では答えでませんけれども、継

続して検討していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議長より質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 



５ 生産緑地の買取希望者の調査結果について 

   

上記の議題について、岡田補佐から次のとおり説明があった。 

 

６ページ、資料３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、６ページ、及びその次のページの位置図のとお

り、住吉町地内の２筆で、面積は１，９８３㎡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にしてお

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。 

 

 議長より質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 連絡・報告事項について岡田補佐から次のとおり説明があった。 

 

１ 農業委員会親睦会（仮）会計仮報告についてですが、８ページ、資料４をご

覧下さい。 

この件は本来、７月の定例会での報告事項とするものですが、今年度につきま

しては、本日が現委員の皆様が出席される最後の会議となりますので、昨年７月

２０日から来月１９日までの一年間の親睦会の収支を、いったん見込として報

告させていただきます。 

 ではまず、収入の部につきましては、前期からの繰越金が２４５万９，４８２

円ございました。 

 次に、「報酬からの積立」は、２４９万円でございました。次に、「懇親会会費」

は、開催を中止した今年４月を除く、令和元年７月及び１２月の２回の懇親会の

市長、副市長及び職員の負担分で、１４万円でございます。 

 以上に利息の２２円を加え、収入の合計としては５０８万９，５０４円でござ

いました。 

 対する、支出の部につきましては、「懇親会費」が２回分で８７万９８０円、  

台風１９号等による災害に対する義援金としての１０万円を含む「慶弔見舞金

等」が１８万１，５００円、「公務災害共済掛金」が８万４，０００円、昨年１

２月に亡くなられた小野内推進委員の退任に伴う返戻金が７万５，２０８円、２



月末に予定していた視察研修の中止に伴う解約料が、３月の定例会でもご説明

いたしましたとおり１２万９，２６０円でしたので、合計は１３４万９４８円で

ございました。 

 結果、差引額は３７４万８，５５６円となりますので、今後任期末まで何も支

出がないと仮定した場合、委員お１人にお返しできる額は９万１，４２８円とな

る見込みでございますが、実際の金額は任期の満了をもって確定させた上で、８

月初めごろまでには皆様の報酬等の振込口座にお返しをさせていただく予定で

ございます。 

 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、次のとおり質問がった。 

 

〇黒柳幹保委員 

 

 ただいまあった事務局の説明の中で、還付金があるということでしたが、この

一部を義援金として寄付することを提案したいと思います。と言いますのは、昨

年秋の台風１９号や、一昨年７月の西日本豪雨を始め、最近の自然災害で被災さ

れた方々はいまだ復興しておらず、さらに新型コロナウイルス感染症の拡大が

重なったことで、不安と大変な苦労を強いられていると思います。 

 また、前の第２２期でも、親睦会費を精算時には寄付を行ったと記録していま

すので、方法についてはそれに習ってはどうかと思います。 

 具体的には、一人当たり１０００円を基本とし、来月確定する額１０００円未

満の端数があれば、これを加えた額を４１人分と、最後に残る全体の端数の合計

額を、市の関係機関を通じて寄附することとしてはいかがでしょうか。 

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。 

 

〇議長 

 

 了承の声がありますので、黒柳委員のご提案を採用し、親睦会費からの還付金

の一部を災害義援金として寄付することにご異議ございませんか。 

 

全員了承。 

 

２ 農業委員及び農地利用最適化推進委員の任期満了に伴う引継等について 



 

 上記の連絡事項について岡田課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

９ページ、資料５をご覧ください。 

 始めに、今期で退任される皆様への連絡とお願いを順に申し上げます。 

 まず（１）身分証の返却について、ということで、両委員の身分証につきまし

ては、任期満了日の翌日の７月２０日から、７月末日までを目途に事務局へご返

却くださいますようお願いします。 

 次に、（２）ですが、身分証以外の物品につきましては、返却していただく必

要はございません。それから先ほど運営委員会の方でご意見がありまして、農地

パトロールのマグネットシート、こちらは基本的には新しい方には１枚しかお

配りしないんですけれども、車の両サイドにつけて使ったほうがいいといった

意見がありましたので、次の方に引き継ぐことができる方がいらっしゃいまし

たら引き継いでもらえればと思います。 

 続いて（３）、４月から任期末までの活動記録簿集計表につきましては、先月、

５月の定例会の資料とともにお渡しした様式を、事務局にご提出くださいます

ようお願いします。提出の要領につきましては、５月の定例会の資料でご確認く

ださい。なお、提出期限は、先ほどの身分証と同じにしてございます。 

 次に（４）ですが、事務局でお預かりしている認印につきましては、身分証を

返却していただくときにお返しいたします。 

続いて（５）全国農業新聞につきましては、８月以降も購読を希望される方は、

口頭でも結構ですので、その旨を今月末までに事務局へお申出ください。ただし、

８月以降の購読料は自己負担となりますので、この点をご理解の上で継続をお

願いします。また、お申出がなかった方につきましては、購読契約を７月末で終

了させていただきますので、ご了承ください。 

 そして、次に、（６）後任の方への事務引継について、ということで、これは

特に推進委員の皆様から後任の方への引継をお願いしたいことでございます。 

 まずアで、意見書の記入に関する地区の慣例や慣習、です。本市で転用などの

申請の際に求めている意見書については、７月２０日の研修会で、事務局から一

般的な運用についての説明はさせていただきますが、皆様からもこうしたこと

を含め、後任の方に引継と助言などをお願いできればと思います。なお、意見書

の記入につきましては、７月１９日までは現推進委員、２０日以降は新しい推進

委員が行うことになりますので、事務局の窓口でもそのように説明をしてまい

ります。 

 次に、イで、担当地区の不耕作地及び違反転用農地に関する情報など、農地パ

トロールに従事するに当たって留意すべき事項です。担当地区のある２６人の



推進委員の方の、農地パトロールにおける担当区域の割当てにつきましては、今

年度は変更しない予定でございますので、後任の方にはそのまま引き継ぐとお

考えください。したがいまして、懸案事項などがございましたら、先ほどの意見

書の場合と同様に後任の方への助言等をお願いできればと思います。 

 なお、後任がほかの町内の方で、面識もなく連絡先すらわからないというよう

な場合は、ご本人に事情をお話した上で連絡先等をお教えすることはできます

ので、必要であれば事務局にご相談ください。 

 次に、２再任予定の方へのお願いでございますが、身分証は来期用のものに更

新いたしますので、今期使用しているものは、任期満了後に事務局へお返しくだ

さい。 

 それから最後に、来期に農業委員をお務めいただく予定の６名の方には、別の

資料をお手元にお配りいたしました。これは、先日、日程調整にご協力をいただ

きました、新体制への移行に向けた打合せ会に関する通知文でございますが、開

催日が７月１４日（火）午後３時３０分からに決定しましたので、お忙しいとこ

ろ恐れ入りますが、ご出席をお願いいたします。 

 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。 

 

〇稲垣 英男推進委員 

 

 送別会や懇親会はありますでしょうか。 

 

〇岡田課長補佐 

 

 本日中止にしてしまったので残念に思っておりますが、事務局としても何ら

かのかたちではやりたいなというのは山々なんですが、今後の感染症の動向次

第ということになってしまうかと思います。 

 ８月２４日に新しい方たちの顔合わせを行おうとはしているんですけれども、

ここで合同でやる方向ですとか、何か対応をとれればと思っていますが、今の段

階でははっきりとは決めることはできないです。 

その他の事項について、岡田課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

まず、３ 安城市農業委員会総会について資料はございません。 

 関係する方には５月２８日付けの文書でお知らせいたしましたが、新体制の

始まりに当たっての総会及び研修会を、７月２０日月曜日の午後に開催いたし



ますので、ご予定をいただきますようお願いします。詳しいことにつきましては、

改めてお知らせいたします。 

 なお、先ほど身分証等の返却を７月２０日以降にお願いしますと申し上げま

したが、この日の、特に午後は事務局の職員もほとんどが総会に出席しておりま

す。また、２２日の午後も定例会があって同様の状況でございますので、なるべ

くなら、これらの日と、時間帯を避けてご来庁いただければと思います。 

 そして、総会に関連しまして、同じく５月２８日付けで、再任予定の推進委員

の皆様にお知らせいたしましたとおり、本日の会議終了後にこの場におきまし

て、来月の総会で次の運営委員、つまり区域代表の方を選出するための事前協議

を地区ごとに分かれて行っていただきたいと思いますので、恐れ入りますが、再

任予定の１１名の推進委員の方はお残りいただきますようお願いします。本日

欠席された方がいらっしゃいまして、協議ができそうなのが第３区域と第４区

域の方だけですので、それ以外の区域でもう既に候補者の方が決まっている第

１区域、第２区域と本日協議ができない第５区域の方につきましては残ってい

ただく必要がございません。 

なお、関係する方には本日、次期推進委員候補者の在職歴や年齢などを記載し

た名簿をお配りしてございますので、参考にしていただきまして、既に候補の方

が決定している第１区域と第２区域以外につきましては、協議が整いましたら、

結果を、近くの事務局職員へご報告いただきますようお願いします。 （続い

て、） 

続きまして４ 愛知県農業会議通常総会についてですが、６月２９日月曜日

に、名古屋市で開催が予定されております。 

最後に、５ 次回予定ですが、７月２２日（水）の午後１時３０分からへきし

んギャラクシープラザ、これは、今年度からへきしんが命名権を得たために、こ

のように呼ばれるようになっておりますが、従来の文化センターのことでござ

います。ここの３０３会議室で運営委員会を、午後２時３０分から大会議室で  

定例会午後３時３０分から同じ会場で農地パトロールに関する研修会を行いま

して、終了後に集合写真撮影を行う予定をしております。 

なお、文化センター前の駐車場は、駐車できる台数がそれほど多くありません

ので、恐れ入りますが満車の場合に備えて、市役所の駐車場や立体駐車場の利用

なども考慮に入れておいていただきますようお願いします。 

 また、これまで普段の会場としておりました第１０会議室につきましては、窓

もなく密になりやすいことから、今後しばらくは、４月や５月のように出席人数

を減らす方法以外では使用できない見込みです。したがいまして、場合によって

は毎月会場が変わることになり、ご不便をおかけすることになろうかと思いま

すが、よろしくお願いします。 



 そして最後に、新体制発足後最初の懇親会、顔合わせ会につきましては、慣例

では７月に開催するところですが、今年は１か月遅らせ、８月２４日、月曜日の

定例会後に開催することとしたいと考えておりますので、再任予定の皆様にお

かれましては、ご予定をいただきますようお願いします。 

 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３０分、議長は閉会を宣する。 


