
 

  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和２年７月２２日（水） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時３０分 

会   場  へきしんギャラクシープラザ 大会議室 

 

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                １４名 

法第１８条による委員数               ２７名 

 

木村 丈樹推進委員 

 

 

 

会長 林 茂樹 

  

 

 

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 

市川主査、細井主査、曾我主事、石川主事 

 

 

 

 

５  神谷 誠 委員 

１０ 太田 良子 委員 

 

 



会議の記録 

 

午後２時半、林茂樹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 神谷 誠 委員 １０ 太田 良子 委員 

 また、欠席者は ５ 木村 丈樹推進委員  

 

 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２７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２７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。 

この手続きは、農地を農地のまま売買したり、賃借権・使用貸借権の設定をした

りする場合に農業委員会に申請するものです。 

下限面積要件、これは取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合

計が五十アールに達すること、耕作従事要件、これは権利を取得しようとする者

またはその世帯員が年間１５０日以上農作業に常時従事することや周辺地域と

の調和要件などの許可要件を、書類審査や現地調査などで確認します。 

今回の申請は、受付番号２７の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件です。  

先ほど申し上げました下限面積要件、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１５８㎡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２８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。 

 

 続きまして日程第２第２８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。 

農地法５条の規定による許可申請は、他人所有の農地を転用する申請になり

ます。従いまして、所有権移転、賃借権、使用貸借権など権利の移転・設定を伴

うものになります。 

今回の申請は、受付番号８５から９１までの７件です。転用行為別に見ますと、

分家住宅が３件、歯科医院及び駐車場が１件、駐車場が２件、資材置場兼駐車場

が１件です。 

面積につきましては、田４，３７７．９７㎡、畑６６０㎡、合計５，０３７．

９７㎡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８６です。 

申請日は令和２年７月６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、歯科医院及び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２５日から着工し、令和３年３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。 

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、申請地は下水道供用区域ではありませんので、浄化槽

にて汚水・雑排水の処理を行います。敷地内集水桝にて集水された雨水と申請地

内で合流し、最終桝を経由して、西側道路側溝に放流いたします。また、周囲に

はブロックとフェンスを設置し、土砂の流出やごみの飛散を防止し、周辺地に配

慮しております。 

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５条申請７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８８です。受付番号８

７が今月の同時申請地として受け付けております。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、７月１５日水曜日に鈴木

貴士委員と加藤まさ江前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３ 第２９号議案 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願につ

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３第２９号議案、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明

願についてご説明申し上げます。 

 この手続きは、生産緑地の耕作の継続が困難な場合、生産緑地を買取るよう申

出することができます。 

 その場合に証明申請書を農業委員会に申請してもらい要件を満たしていれば

証明書を出します。 

今回の証明願は、受付番号２の１件です。買い取り申出の事由は、主たる従事

者が死亡したためです。内容審査をした結果、証明をする期日において、買い取

り申出事由を生じた者が、生産緑地法第１０条の規定に基づく農業の主たる従

事者であったと認められます。面積については、畑４８９㎡です。 

本日ご承認いただきましたら、生産緑地に係る農業の主たる従事者について

の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４ 第３０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石川主事から次のとおり説明があった。 

 

 日程第４第３０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。 



相続税の納税猶予は、農業を営んでいた者から相続により農地を取得し、引き

続き農業を営む場合に、一定の要件をもとに相続税の納税が猶予されるもので

す。申請者がこの猶予を受けるために、農業委員会は相続税の納税猶予に関する

適格者証明願に基づき、「現地が農地として保全されているか」など要件に該当

するか審査し、適格であると認められる場合に証明書を発行します。 

今回の申請は、受付番号１２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１４，２９

５㎡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３１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５第３１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。 

今回の計画は、畑・樹園地利用促進制度による利用権設定を行うものです。 

畑・樹園地利用促進制度は、畑及び樹園地の利用権の取得を促進させることで、

（畑及び樹園地における）遊休農地の発生を防止するとともに、畑作物及び（梨、

イチジクその他の）果樹の生産の振興を図ることを目的としております。１０ａ

未満の農地の耕作を希望する方を「たのしみ農業者」、１０ａ以上の農地の耕作

を希望する方を「畑・樹園地担い手農業者」として、要件を満たした場合に、試

行期間を１年設け、試行期間終了後は３年以上農地を借りることができます。 

それでは、「令和２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２年８月１５日公告分」をご覧ください。 

 今回、新規設定を行う面積が １０，５２０㎡、期間満了による更新の面積が  

２，６４２㎡、合計１３，１６２㎡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、８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６ 報告第７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７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。この手続きは、市

街化区域の農地で農地所有者が転用、転用とは、農地を農地以外にするものであ

り、転用する場合は、農地法第４条第１項第８号に基づいて農業委員会に届け出

ていただくものです。 

 今回の申請は、受付番号８から９の２件です。転用行為の概要は、駐車場の設

置が１件、アパート住宅敷地が１件です。面積は、田３４７㎡、畑３５０㎡の合

計６９７㎡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。この手続きは、

市街化区域の農地で農地所有者以外が農地を買い受けまたは借り受けて転用す

る場合は、農地法第５条第１項第７号に基づいて農業委員会に届け出ていただ

くものです。 

今回の申請は、受付番号２６から２８の３件です。転用行為別にみますと、分

譲宅地用地が２件、資材置場の設置が１件です。面積は、畑１，０６９㎡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。 

この手続きは、農地の賃貸借契約・使用貸借契約の解約について合意を得られた

場合で、解約を合意した日から６ヶ月以内に土地を引き渡す場合に、解約を合意

した日から３０日以内に農業委員会に通知書を届け出ていただくものです。今

回の申請は、受付番号６３から７４の１２件です。 

 解約事由別にみますと、転用するためが４件、自作するためが３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 

１２，５７４．６７㎡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。この手続き

は、自己用農業用施設を建設するための自己所有農地の転用した後に、農地法第

４条第１項第９号に基づいて農業委員会に届け出ていただくものです。 

 今回の申請は、受付番号１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１０９㎡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 農地パトロール（利用状況調査）について（資料１） 

 

 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。なお、この件についての具体的な業務

の流れや実施方法につきましては、本日の定例会の後に予定をしている研修会

の中で担当から詳しく説明させていただきますので、この場では農地パトロー

ルの実施に関するお願いとともに、実施の目的とスケジュールについてのみ簡

単にご説明申し上げます。 

では始めに、（１）の、農地パトロールを行う目的でございますが、これは、

優良農地の確保とその有効利用の促進を図っていくため、というのが主なもの

となります。また、４年前に改正された農地法において、農地の権利を有する者

は、その適正かつ効率的な利用を確保しなければならないとの責務規定が設け

られたことに加え、農業委員会に対しては農地の利用状況調査を行うことが義

務付けられました。このため、農地パトロールを利用状況調査と位置付けて、毎

年夏から秋に掛けまして、不耕作地の実態把握と発生防止、解消、違反転用の早

期発見、防止対策等について重点的に取り組むこととしております。 

続いて、（２）の実施の対象としましては、①の不耕作地と、②の違反転用農

地の２種類がございます。このうち、まず不耕作地、これは、放っておけば本格

的に遊休化してしまうおそれのある農地のことをいいますが、農地法第３０条

の規定に基づき、市内のすべての農地を対象に利用状況調査を実施し、過去１年

以上作物の栽培が行われておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見

込まれる農地、又は農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用

の程度に比べて著しく劣ることとなるおそれのある農地の所有者に対し、農業

上の利用の増進を図るための必要な指導を行ってまいります。 



次に、②の違反転用については、市内の農用地区域内、いわゆる色地の農地を

対象に調査等を実施します。具体的には無許可の事業用等建築物と１，０００㎡

以上の駐車場や資材置場等に供されている農地の所有者に対し、指導を行いま

す。特に、建物が建っている場合は都市計画法にも違反し、悪質であることが多

いため、面積を問わず、すべてが指導の対象となります。 

 続きまして、（３）の、スケジュールについて簡単にご説明申し上げますが、

まず、農業委員、農地利用最適化推進委員の皆様にはこのあと８月下旬までにか

けまして、市内全域の農地の状況を調査していただきます。その後、委員の皆様

からいただいた報告を基に、９月の上旬ごろに事務局で現地調査を行います。そ

して、事務局で行った現地調査の結果を、９月開催の農業委員会にて皆様に報告

させていただきます。そこで同意が得られましたら、１０月１日付けで指導文書

を送付させていただく予定です。その後は１か月ほど是正を待つ期間を置き、１

１月の初旬から委員の皆様に現地確認と合わせて、未だ改善されていない農地

所有者に対しまして、是正指導をしていただきます。その結果を１１月開催の農

業委員会にて報告していただきましたら、その報告を基に再度事務局で現地調

査を行います。最後に、この現地調査の結果、未改善と判断される不耕作地と違

反転用農地につきましては、１２月の農業委員会において皆様に報告をさせて

いただきます。 

 ここまでが農地パトロールの一連の流れとなりますが、農業委員と農地利用

最適化推進委員で行っていただくことに少し違いがあることを始めまして、細

かいことにつきましては、後ほどの研修会の中で担当から説明をさせていただ

きます。 

 おわりに、大変暑いさなかでの実施ということに加えまして、新たに両委員と

なられた皆様に対しましては、就任早々のお願いとなり大変恐れ入りますが、農

地パトロールは当委員会の業務の中でも、最も重要なものの一つでございます

ので、実施についてご協力をいただきますようお願い申し上げまして、この件に

ついての説明は以上とさせていただきます。 

 

２ 粘土採掘場の現地調査結果について（資料２） 

 

 上記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、今ご覧いただいております資料の３ページ目、右肩に資料２と記載

のあります粘土採掘場の現地調査結果について、をご覧下さい。 

 この調査は安城市粘土採掘及び砂利採取等行為に関する指導要綱に基づきま

して、年に２回、農地利用最適化推進委員さんのほか、関係機関、こちらは農地



転用の許可権者である西三河農林水産事務所の農政課ですとか、県の廃棄物対

策課、安城警察署、明治用水土地改良区等ですが、こちらにも協力を要請し実施

しているものです。今回の調査につきましては、今年度の第一回にあたるもので

して、調査自体は６月２９日の午前９時半から午後３時まで実施しました。今回

につきましては、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、やむを得ず 

事務局職員のみで実施しております。調査をした箇所は１２箇所で、そのうち施

行中であったものが１１件、完了していたものが１件でした。 

 結果としましては、指導にあたるものが、排水の濁りがあるのが１件、フェン

スの設置位置が適正でなかったものが３件の合計４件ありました。指導対象に

つきましては、４ページに書いてあります。 

 指導対象事業者に対しまして７月６日付けで是正指導書を送付しまして、本

日までに是正報告書が提出されております。 

 この件に関する報告は以上です。 

 

 議長より質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

連絡・報告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、１ 農地パトロールの町内会への周知についてですが、５ページ、資料

３をご覧ください。 

先ほどご説明いたしましたとおり、不耕作地及び違反転用農地の解消のため、

農地パトロールを実施しますので、近々農業委員会が現地立ち入りを行うこと

について、市民の皆様に周知するとともに事前の理解を得るために、各町内会長

あてには７月上旬に、資料３の文書を回覧していただくよう依頼をいたしまし

た。併せまして、広報あんじょうの７月１日号でも、同様の趣旨で記事を掲載し

たことをご報告いたします。 

次に、２「農業委員・農地利用最適化推進委員等研修会について」ですが、資

料はありませんので、次第の記載事項のみでご説明いたします。この研修会は、

愛知県農業会議の主催で、県内を３地区に分けて毎年９月ごろに開催されてい

るものです。 

 ただ、今年は新型コロナウィルスの影響がありますので、開催されないのでは

と考えておりましたところ、主催者からは、９月１１日（金）の午後１時３０分

から開催するとの通知がありましたので、ご予定をいただきますようお願いし

ます。なお、本市を含む西三河地区の会場は、知立市文化会館（パティオチリュ

ウ）が指定されておりますので、市の大型バスで送迎をさせていただく準備を進

めております。 



 また、来月の農業委員会では、改めてこの件についての詳細をお知らせすると

ともに、全員の方に対しまして、交通手段、つまり、市のバスに乗られるか、自

家用車を利用されるかということなどについての確認をさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 連絡・報告事項の１及び２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。 

 

 その他の連絡・報告事項について、岡田課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

 では次に、３としまして、先日の研修会の最後にお願いをいたしました、認め

印の提出をお願いいたします。ただし、もし本日お忘れであれば、来月の農業委

員会でご提出ください。 

続いて、「４ 配付物」についてでございますが、のうねん７月号を配付いた

しましたので、ご活用ください。この冊子は、２か月に１度、奇数月に発行され

る農業者年金関係の専門誌でございます。 

以下、次第には記載のないものが３点ございます。 

一つ目は、一昨日の研修会資料で一部抜け落ちていたページを印刷してお配

りいたしましたので、本編と併せて保管をしていただきますようお願いします。

これについては大変失礼をいたしました。 

二つ目は、全国農業会議所と愛知県農業会議からの、全国農業新聞の活用に関

するお願い文書です。 

そして三つ目は、再任の委員の方に対してのみとなりますが、席上に本日お配

りした報酬明細は、今月１日から１９日までの分を日割り計算した額が記載さ

れておりますので、そのようにご理解ください。 

最後に、５次回予定でございますが、８月２４日(月)に、 まず、午後１時３

０分からアンフォーレの控室兼会議室１で運営委員会を開催しますので、会長、

会長職務代理者及び運営委員の方のご出席をお願いいたします。 

次に、午後 ２時３０分からは、アンフォーレのホールにおいて定例会を開催

しますので、こちらはすべての方のご出席をお願いします。なお、当初予定して

おりました定例会後の夜の懇親会につきましては、４月、６月に続き、開催を見

合わせることとさせていただきます。一応、市の姿勢といたしましては、現在は

宴席の自粛方針は解除されておりますが、農業委員会の組織として大人数で宴

席をもった場合に、感染症に対する十分な安全を確保した上での開催は困難と

考えます。したがいまして、非常に残念ではありますが、今の状況下ではご理解

をいただきますようお願い申し上げます。 



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。 

  

午後３時３０分、議長は閉会を宣する。 


