
 

  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和２年９月２３日（水） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後４時５分 

会   場  安城市役所 第２３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                １４名 

法第１８条による委員数               ２５名 

 

太田 和孝推進委員、太田 俊夫推進委員 

 

 

 

 

会長 林 茂樹 

  

 

 

岩瀨事務局長、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 

 

 

 

 

２ 中尾 充紀 委員 

６ 鶴田 晃康 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 ２ 中尾 充紀 委員 ６ 鶴田 晃康 委員 

 また、欠席者は ７ 太田 和孝推進委員 ２２ 太田 俊夫推進委員 

  

 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３５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３５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３１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、相手方の要望によるためが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、畑４８９㎡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３６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３７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３第３６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６の１件で、転用目的は通路及び

排水路が１件です。申請面積は、田３．２９㎡、畑４４㎡、合計４７．２９㎡で

す。 

続きまして日程第３第３７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１０３から１２１までの１９件です。転用行為別に見

ますと、分家住宅が９件、工場が１件、資材置場が１件、店舗の建築及び駐車場

が１件、駐車場が４件、自己用住宅敷地の拡張が１件、事業用車両置場が１件、

粘土採掘場が１件です。面積につきましては、田２０，１６７㎡、畑３，２７７

㎡、合計２３，４４４．００㎡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１０９です。 

申請日は令和２年９月７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、店舗の建築及び駐車場の設置をするも

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１１月から着工し、令

和３年３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。店舗というのは今

回コンビニエンスストアの建築になります。 

 周辺農地等に係る支障の有無についてですが、敷地境界に鉄筋コンクリート

擁壁及びフェンスを設置し、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・雑排水は合併処理浄化槽により処理し、道路側溝に排

水します。雨水については敷地内の側溝及び集水枡で集水後、汚水と合流し、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２０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。 

説明案件以外の申請面積１，０００㎡以上の案件については、受付番号１０４、

１０５、１１０、１１９、１２１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、９月１５日火曜日に神谷

誠委員と都築英治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３８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３８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４，２０４㎡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 報告第９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５報告第９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１０から１１の２件です。転用行為の概要は、共同住宅の建築が１件、駐

車場の設置が１件です。面積は、畑６０５㎡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３３から３９の７件です。転用行為別にみますと、住宅の建築が３件、

専用住宅の建築が２件、共同住宅の建築が１件、駐車場の設置が１件です。面積

は、田１，２８８㎡、畑１，０５６㎡の合計２，３４４㎡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８６から９２の７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１件、 

他者に賃貸しするためが１件です。面積は、田９，５７５．５８㎡、畑１６６㎡

の合計９，７４１．５８㎡となっております。 

続きまして、取消願書についてご説明申し上げます。この手続きは、過去に出

された許可・届出を取消すためのものです。今回の申請は、受付番号２の１件で

す。取消の事由としましては、譲受人による出店計画の見直しによる事業の取り



やめです。面積は、田１，５１６㎡です。 

続きまして、事業計画変更についてご説明申し上げます。 

この手続きは、過去に出した申請の事業の内容や工期を変更するためのもので

す。今回の申請は、受付番号３の１件です。変更の事由としましては、新規採掘

場を追加し、道路部分を新規採掘場への進入路として共有し、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、変更前田７，９５５㎡、変更後田

１０，５７１㎡となっております。 

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。平成２１年１２月１４日以前に相続税の納税猶予を受けた方で特

例適用農地がすべて自作の方は、２０年間農地として利用されていた場合相続

税の納税が免除されることになります。今回の調査は、２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１５,３７７㎡

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。この手続きは、田を畑に転

換する場合や湿田のかさ上げをする場合に届け出もらうものです。今回の申請

は、受付番号３の１件です。改良の種別としましては、湿田のかさ上げが１件で

す。面積は、田１，３６２㎡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（事前送付資料） 

   

 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。 

 

 「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。２

７号計画というものなんですけれども、書類のタイトルにもあります、安城の農

業の振興に関する計画というものを定めておるんですけれども、この計画に位

置付けられた施設の用に供する場合は、優良農地であっても農用地区域から除

外して農地転用許可ができるようになるというものです。この計画に今回２つ

の施設を掲載していくということについて本日ご提案をさせていただくという

ものです。 



今回の二つ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明

治用水西井筋地区及び中井筋地区の受益地となっていますが、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。 

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。この計画というのがいわゆる２７号計画

というものでして、この２７号というのが少し長いですが「農業振興地域の整備

に関する法律施行規則第４条の４第１項第２７号」というもので定められてい

ることから、２７号計画と呼んでおります。 

今回の２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。この市の計画は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ので、ご承認頂きますようよろしくお願いいたしま

す。 

 

 議長より質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

２ 農用地利用計画変更申出について（事前送付資料） 

  

 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。 

 

 これは令和２年８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１５件、４８，５３０．９１㎡、

用途変更が１件、１９９㎡でした。 

除外の目的別に見ますと、分家住宅の建築等が６件、農家住宅の敷地拡張が１

件、保育園設置のための土地造成が１件、公衆用道路敷地が１件、通路及び排水

路が１件、物流倉庫が１件、工場が１件、店舗が１件、運動場が１件、携帯電話

基地局が１件の合計１５件の申し出となっています。 

また、用途変更につきましては、自作農地に農業用倉庫を建築するため、農用

地区域内の農地を農業用施設用地に変更するものが１件です。 



それぞれ詳細につきましては、次のページ以降の調書及び本日お配りしまし

た変更一覧をご覧いただければと思います。変更一覧なのですが、一番最初に申

出地等が掲載しておりまして、中を開いていただくと、その番号に関連する地図

と計画の平面図が載っております。この地図なんですが、少し灰色がかった網掛

け部分が農用地となっている部分でして、申出地とあるのがこの度農用地から

の除外の申出があった部分を示しております。その中で面積が大きいものがあ

りますので、２件ですね、こちらについて簡単にお話をさせていただきます。こ

ちらの一覧表の中の１０ページ１１ページとなるページ、案件の番号４番の物

流倉庫にあたるものです。こちら面積が１８，２１１㎡の物流倉庫を建築したい

ということで、農用地から除外をしたいという案件です。こちらの物流倉庫につ

きましては、現在安城市内で事業活動を行っている運送業者●●ですが、現在使

っている場所が手狭になったこと、駐車場だけではなく、荷捌き上も必要だとい

う仕様内容に変更があったことに伴って農用地からの除外をして物流倉庫を建

てたいという申出がありました。 

続きまして１２ページ１３ページなんですが、こちらも１万㎡を超える案件

なんですが、安城市内で事業を行っております●●ですが、こちらも敷地が手狭

になったということで広い場所が必要だということで、工場を建築したいとい

う内容での申出です。 

また、面積的に大きなものが番号で言うと、１５番の案件の、ページ数でいう

と３５ページ以降のところに資料として掲載してあります。こちらは道路及び

河川の拡幅に伴いまして、農用地、農地ではなくなる部分について、農用地から

除外をする内容となっておりまして、件数が多い分面積も大きくなっておりま

す。 

なお、現地調査につきましては、９月１５日火曜日に神谷誠委員と、都築英治

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 

 

 議長より質疑を諮ったところ、次のとおり質問があった。 

 

〇近藤 正俊推進委員 

 

今ご説明の中で気になったことがありました。５番の●●の関係ですが、どの

ような工場ができるか分かりませんが、その近辺に病院等々がありまして、商業

的なものならいいですが、工場をもってくるのはどうかと感じます。 



安城の都市計画マスタープランの中にはかなり散らばっておって、まだそう

いう所があるわけで、なぜこういう所へ工場をもってきたのか、誘致されたのか

と、そんなような疑問があるわけですけれどもどうですか。 

 

〇市川主査 

 

 こちら●●という会社なんですけれども、この工場で製造するものはプラグ

インハイブリットという車の空調用のバルブを製造するということで、技術的

に先端技術を持っている会社だと認められていまして、工場に必要な面積です

とか形状に見合う場所をずっと探していた経緯があります。 

今回確かに都市計画マスタープランの中で定められたエリアの中ではないの

かという所なんですが、そういった所も検討はされましたが、都市計画マスター

プランに定められている場所であっても農用地から除外ができない場所が複数

ありまして、そういった理由で、都市計画マスタープランで定められたエリアと

いうのは、活用することができなかった、そういうこともありまして、今回の申

出地にたどり着いた経緯があります。実際にここに工場が出来た場合、近隣に病

院だとかそういったものがあるということもありますし、面積的にも１０，００

０㎡を超えておりますので、農用地からの除外申し出が出る前に愛知県の土地

開発行為に関する指導要綱に基づきまして愛知県知事にも協議の申出を行って

おります。その中で環境の汚染ですとか、公害の防止ですとか、そういったとこ

ろについても問題はないという内容の申出をしておりますので、実際運用が始

まるとどうなるか分かりませんが、現在の計画の中では周辺の農地や住民の環

境には影響がないと聞いております。 

 

〇近藤 正俊推進委員 

 

 本来でいくと、都市計画マスタープランには安城市で５か所くらいあると思

いますが、そこの中でも工場が先端技術しか建てないわけで、駐車場を作ろうと

思っても難しいと思いますけど、そういう風で許可されれば仕方ないですが、私

たちからしますとこの地域にはそういった施設があるので、どうかなと思い質

問しました。できるならば、都市計画マスタープランで作ってあるところを順番

順番に切り開いていったほうがいいのかなと。一つ新しい工場が出来たら、その

隣も許していくべきそういうところを作っていったほうがいいと思います。一

度に作るのではなく、できたらまた次へと進めたらと思いました。病院の近くに、

どんな建物ができるか知りませんが、３階４階高い建物が建つのはどうかと思

いました。意見は分かりました。以上です。 



〇杉浦 泰昭推進委員 

 

 農業振興地域整備計画の冊子なんですが、変更の面積があまりにも多すぎて、

田んぼを耕作してそれで生活しているみなさんもいますので、そういったこと

を考えて、これだけ一気に許可を出していいのかと感じます。徐々に減っていく

のは仕方ないことかもしれませんが、一気にこれだけというのはあまりにも一

生懸命耕作している方の生活や努力を無視しているような気がします。 

 いくら法律にのっとったものであっても、もう少しその辺を考えて、例えば減

収分を何らかの形で補填するとか、そういったことを考えるようなことをこれ

から話し合ってもらえないかと思いまして、意見しました。 

 

〇会長 

  

 事務局もこれについては今回は仕方ないですかね。 

 

〇杉浦 泰昭推進委員 

 

 こういった意見が出たことを議事録に残しておいていただけるとありがたい

なと思いまして。 

 

〇会長 

  

 この中には市が買収した道路も一緒になっているので面積が増しているのも

あると思います。１万㎡以上の面積で、物流倉庫にしても工場であるにしても、

一等地にできるというのは、他の農家にしても農業委員会からしても良いもの

ではないのは確かだと思います。いろんな面で申請がある前に考えてもらえた

らうれしいと思います。よろしくお願いします。 

 

〇大見 由紀雄委員 

 

 今、杉浦さんがおっしゃったことは新しい推進委員さん、農業委員さんがお見

えになる中で、総会の前に農業委員会として、安城市長に要望書を出したものが

あります。その中に今杉浦さんがおっしゃったことは、農振除外及び転用に関し

て耕作者である担い手への影響は大きいということで、そこに関する損失補償

なり一つの保険を安城市としても考えていただきたいという要望を出した記憶

がございます。継続的に安城市としても考えていただくことが必要だと思って



いますので、その辺経過として申し添えておきたいと思います。以上です。 

 

〇会長 

 

 どうですかね。今言われたことに対してはできたら考えてもらうということ

で。本案件についてどうですかね。質問はありますか。あとは上に要望を挙げて

いくということでどうですか。 

 特に今回の大きい案件というのは県の特殊な部分できていると思います。通

ってきてからやめることは難しいと思います。次に出てくる時に地域で考えて

もらって停止するならするでそういう意見を出してもらって停止できるように。

地域で団結してやめてほしいという意見がないと、やはりどうしても県の案件

となると難しいということのような気がします。 

 そういうことで、結局通ってきてしまっているものを止めることはできにく

いのかなと、その辺事務局の方はどうですか。止めたいという意見が多ければ止

めることはできますか。 

 

〇岡田課長補佐 

 

 まず率直に申し上げますと、この場で止めていくのは難しいという意見にな

ってまいります。今会長がおっしゃったとおり、法的な手続きではないですが、

地元の方で申請者に対してはしっかりと指導していただいて、その時点で問題

のあることはすべて伝えていただいたうえで、止めることもその時点であれば

可能であるかなと考えております。 

 

〇会長 

 

 各地域で推進委員が自信を持って言えるように、推進委員だけだと言えない

ことも多いと思います。その時は、町内会長や地域の人と一緒になって話を持っ

ていかないと。やはりそういうことを決めるのに一人だけで決めるよりは各地

域の土地利用協議会なり、考えてもらってその中で地域のためになるようもの

ならいいけど、ならないようならそれなりにどうしてくれるかを考えて地域の

方で決めてもらいたい。農業委員会に出てくる前に止めれるような状況であっ

てほしい。 

 

〇畔栁 真推進委員 

 



 例えば、推進委員である僕のところに行政書士の先生から直接連絡が来るん

ですけど、その場合も僕は押さないよって言っていいですか。 

 

〇会長 

  

 いいです。その場で押す必要はないので、行政書士の人は市がいいといったの

で印鑑押してくださいって言ってくると思いますが。 

 

〇畔栁 真推進委員 

 

 要件があっていれば僕たちも押さざるをえないかなという認識ではいますけ

ど。 

 

〇会長 

 

 そういう風にまずは言ってくるとは思うので、転用の前の段階の農地利用計

画変更申出の許可を受けに来ると思います。今のところはほとんどが農振除外

のところだと思います。大きいところは、まず農振除外をしないと転用できない

ので、農振除外の時は地域の町内会長や色んな人の印鑑がいるはずです。その時

に一人だとどうしても印鑑を押さないといけないってなってしまうと思うけど、  

小川の場合だと農地利用協議会がありまして、その中で歴代の町内会長と地域

の総代、農業委員、推進委員が集まって開く協議会があります。 

 

〇畔栁 真推進委員 

 

 僕じゃ分からないよと、突っぱねてもいいんですか。 

 

〇会長 

 

 その時に一人だけだと、そういうことが言えないと思うので、協議会を作って

もらうのが大事だと思います。協議会の中で了承を得ないと印鑑を押せないよ

というのが大事だと思います。 

 

〇畔栁 真推進委員 

 

 僕に連絡してくれるなって言ってもいいのか。 



 

〇会長 

 

 してくれるなっていうよりも協議会の方で揉みたいので、町内会長に言って

協議会を開いてもらうようにしてください。協議会がないところは、協議会を作

ってもらわないといけませんが、一人だと後からあの人が印鑑を押したからな

ど色々言われても大変なので、責任というのは一人じゃ取りにくいので、なるべ

く何人かの意見を言えるような場を作って、そういうところで内容を揉んでも

らうようにしたほうがいいと思います。何人かでいるようなところなら、行政書

士等が意見を言ってきても、その意見を撥ねることもできると思います。そうい

う場を作るのが第一だと思います。 

 

〇岡田課長補佐 

 

事務局といたしまして、意見書は法的な要件以外の所の判断をしていただき

たいのです。例えば、無茶な意見でですね、本当なら許可をしなければいけない

案件だった場合、業者の方も地元の方の意見に従わないということもあります。

そうした時は、事務局の方でどうしたらいいのか判断していきますので、まずは

地元の方では法的な要件以外を判断していただくという考え方でまずはやって

いただければ結構です。そうした時には一人で判断されるのではなく、町内会一

体となってそうした判断をしていただくことが必要だと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

〇会長 

 

 市がいいと言ったから印鑑を押してくださいと行政書士等がくることもあり

ますが、市に問い合わせてみると、市はいいと言っていないという案件も結構中

にはありますので、やはり、そのへんも気を付けてもらわないといけません。印

鑑を押してしまったが、あとから、こんなところでなんで許可をしたのかという

ことが多々ありますので、これからもこういった点に気を付けて農地を守って

いってもらいたいです。協力をお願いします。 

 

〇大見 直基推進委員 

 

 こういう農地って、市の方がこういう農地あるんですけどどうですかって聞

くんですかね。農地に工場を建てたいってこともありますよね。条件が合わない



ので、この農地はどうですかって市の方のどこが推薦するのか知らないですけ

ど。 

 

〇会長 

 

 それはないです。 

 

〇大見 直基推進委員 

 

 ないんですね。ここの農地どうって話いっぱいあると思いますけど。 

 

〇市川主査 

 

 市の方から特に農務課の方からここの農地はどうですかってお話をすること

はありません。事業者側からここの農地は除外、転用の見込みがあるか、立地的

に場所として除外・転用の見込みがあるかという質問があれば、条件を確認して

内容次第で立地的には除外・転用が全くできないわけではないという答え方を

しています。 

 

〇鈴木貴士委員 

 

 保全会で管理しているのは古井町の保全会が管理しています。許可を出すの

がその町の推進委員さんになってくるんですけど、保全会として管理している

ところとは別の地域なので、そっちで事務的なことが進んでいってしまうんで

すけれども。 

 

〇会長 

 

 去年の案件で町内が違う所の案件が出まして、駐車場を作るにあたって小川

町の方に排水される案件がありました。毎回小川町の方に排水が流れるが、こん

なところに作ってもらうなら、雨が降った場合など対処できるかどうか。 

 流れる下の方ばかりが被害を受けてもいけないので事前に考えてもらいたい

案件が出てくると思います。 

 例えば大きな工場が出来る場合には、ここから雨水が流れるわけですので、今

の時代なので、５０ミリ、１００ミリの雨が降った場合でも大丈夫なようにつく

ってくださいって各地域で言ってもいい話だと思います。それができるなら印



鑑押しますよと推進委員、農業委員が言ってもいい事だと思いますので、意見を

言うことが大事だと思います。その転用によって他の田んぼが沈んでしまう場

合があるわけですので。普段でも大雨が降ることによって色んな地域でそうい

うことがあるので、意見書にはいろんなことを言ってもらうのが大事だと思い

ます。 

 今の状態だと、高いところに工場を作って、その影響が低いところに出るわけ

ですので、安城のように農地しかないような所では何でも転用していいわけで

はないので、そういうことも考えて意見を言っていってもらいたいと思います。

そういうことが大事だと思います。 

 

〇稲垣 英男推進委員 

 

 ここに載っておりました●●ですが、病院の前で１万㎡以上の案が来た時に、

町内会と改善組合の一部で話し合ったのですが、先程から出ております、これだ

け転用してしまうと、地番としては●●なので、●●の中で話し合ったのですが、

これだけ転用してしまうと営農さんが困るよね、という理由とここ本当は病院

の前だから住宅街とか商業施設にしたほうがいいよねとかそういう理由で私た

ちがやめておいたほうがいいよねとかそんなことは言えるのでしょうか。心情

的には思わなくはなかったですけど、実際には先端技術の所が来るということ

で、最低限の排水対策だとか影響などの要望は出しましたけど、認めるというこ

とで書類を出したんですけど、それしかないのかなと。先ほどから心情的なこと

が出てますが、それで断ることはできませんよね。 

 

〇市川主査 

 

 ありがとうございます。除外、転用の際に推進委員さんに書いていただく意見

書なんですが、印を押したから許可、押さないから許可しないという正式なもの

ではなく、その農地が農地以外になることによって周辺の農地や農業用の施設

にどのような影響があるのか、悪影響が出ることが想定されるのであれば、その

ようなことがないように検討してくださいってことを書いていただくのが意見

書の趣旨なものですから、確かにその土地の使い方だとかそういった所への思

いもあると思いますが、そこに何ができるかではなく、そこに何かできたときに

周りにどういう影響が出るかというところについて書いていただきたいと思い

ます。なので、ここでとめるとかとめないとかそういったものではないことをご

理解いただきたいと思います。 

 



〇大見 由紀雄委員 

 

みなさんがおっしゃることも分かりますが、観点がずれてしまうと思って発

言させていただきます。推進委員さんが意見書を書くということは、それがＯＫ

だということに繋がっていくと思うんです。今、地方分権と言われていますが、

地域分権だと私は思います。西尾なら西尾、安城西尾ですね、新田なら新田、そ

の地域の中で機能する委員会、先程の小川の話もありましたけれど、私の所も大

きな案件が委員会にかかっております。開発委員会と言いますけどもそこで   

侃侃諤諤とやっております。そういうものがこれから地域の力、地域力として必

要になるのではないかと思います。そうでないと企業側もしくは地主さん売り

主は農振除外の五要件は満たしているという観点で申し出をされます。 

あと市としても地域が各町内ですね、地域の方がどう思っているかが大きな

要素になると思います。これは法律の決定事項ではないかもしれませんが、開発

事業者も地域を無視して立地するということは実際の話として難しいと思いま

す。そこまで強引にやってくる企業は大きな問題があると思いますし、そういっ

たところで地域力といいますか、各町内のコンセンサスがとれる状態をキープ

していかないとこれから推進委員や町内会長、農業委員が苦しい局面に立って

しまう場合があると思うので、こうした合議制の町内の調整能力が不可欠では

ないかと個人的に思います。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。 

 

３ 不耕作地・違反転用農地の指導について（資料１：別添） 

 

 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。 

 

まずは委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、また、大変厳しい暑

さの中、現地調査を行っていただきまして、ありがとうございました。 

では、本日別にお配りしてございます資料のうち、右肩に「資料１」とある「不

耕作地・違反転用農地の指導について」という見出しの付いた資料の１ページを

ご覧ください。始めに、「（１）指導対象農地の決定について」ご説明いたします。 

先ごろ、皆様からご提出いただきました意見書に基づき、事務局職員が担当す

る地区の現地調査を行いました。 

その結果、所有者に指導をすべき農地としたものを５ページ以降のリストに

記載してあります。このうち、網掛けをしたものは昨年９月の本会での結果報告

においてリストに挙がっていなかったもの、つまり、今年度新たに発生したもの



でございます。 

 一方、網掛けのないものは昨年度から継続して指導対象としている農地でご

ざいますが、こちらには、昨年度の指導でいったん解消されたものの、今回再び

指導対象となったものも含まれております。 

次に８ページをご覧ください。真ん中あたりの小さい表のところですが、まず、

不耕作地としての指導対象農地は８６筆で５６，０６８平方メートル、そのうち

新たに発生したものは４６筆の２４，３４５平方メートルでございます。 

昨年度と比較しますと、全体の面積は、約２１パーセントの減少となっており

ますが、これは、田畑ともに今年度新たに発生したものが少なかったことにより

ます。 

また、違反転用の指導対象農地は、９ページから１５ページに記載してござい

ますが、ここでは１５ページをご覧ください。違反転用農地は９９筆、８０，６

５８．７５平方メートルで、そのうち新たに確認されたものは４筆、２，２０５

平方メートルでございます。 

これらの結果を受けての今後のスケジュールですが、本日指導対象農地が決

定されますと、不耕作地の所有者には、２ページをご覧ください。こちらにござ

いますように、１０月１日付けで、農業委員会会長と市長の連名による文書を送

付いたします。なお、一昨年度からはこの文書と併せて３ページの「利用意向確

認書」を送付し、事務局あてに提出してもらうこととしまして、所有者が貸付け

を希望しているのか、あるいは自ら耕作する意思があるのかといったことをい

ち早く確認できるようにしております。また、違反転用農地の所有者には、同じ

く連名の４ページの文書を送付してまいりますが、こちらについても、一昨年度

からは指導の効果をより高めるために、下線部のように各種の許認可を受ける

際に支障が生じる可能性があることを告知するようにしております。 

続いて１ページにお戻りください。（２）のスケジュールの４段目のところで

すが、改善の期限につきましては、１０月３０日としております。 

そして、１１月初旬には、推進委員及び農業委員の皆様には再び現地確認をし

ていただきますが、その際に改善が見られなければ、電話あるいは直接所有者に

会っていただく方法により、解消に向けた指導をお願いすることになります。し

たがいまして、１０月の間の１か月間はひとまず、指導対象者の是正行為を待つ

期間、様子見の期間となりますので、１１月以降に再び行っていただく現地調査

や指導の方法等につきましては、来月、１０月の農業委員会において、必要書類

をお配りしながら詳しく説明をさせていただきたいと思います。 

ただし、指導文書には地区担当の委員の氏名が記載してありますので、１０月

の間にも、指導文書を受け取った方から皆様に何らかの相談があることも当然

に考えられます。したがいまして、まず、担当地区に指導対象の農地がある委員



の方におかれましては、本日はこの資料１を、個人情報が含まれてはおりますが、

必ずお持ち帰りください。そして、そうした相談があった場合への対応方法につ

いては、農地パトロールマニュアルを要約した内容を資料１の１６ページに記

載してございますので、参考にしていただくとともに、特に除外や転用の可否の

相談のように判断が難しいことにつきましては、遠慮なく事務局へご相談くだ

さい。 この件についての説明は、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 農業委員会活動記録の推進について（資料２） 

 

 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。 

 

 関係する資料といたしましては、定例会資料１ページの資料２と、それから、

別にお配りしたものが４種類ございますのでご確認ください。１つ目は「資料２

別冊」とある冊子、２つ目はＡ４横長の「月別の農業委員会活動記録簿」の冊子、

３つ目は同じくＡ４横長の「農業委員会活動記録帳」の冊子、最後にＡ３の１枚

のもので、２０２０年の活動記録簿集計表でございます。 

 では本日皆様には、農業委員会活動記録の作成をお願いしてまいります。その

根拠というのは、愛知県農業会議からの通知文書にありまして、それを要約した

ものが、定例会資料１ページの「１ 農業委員会活動記録を推進する目的」の部

分にございます。一つは、近年の農業委員会組織には、農地制度の適正な執行と

農地利用の最適化に向けた取組がより強く求められるようになりましたので、

日頃の活動状況や成果を目に見えるものとして記録し、地域に発信していくた

めに、もう一つは、国や県からの交付金をもらって活動する上での根拠資料とし

て用いるためでございます。 

 次に、「２」の記録の要領、具体的な記録の仕方につきましては、従来と変わ

っておりません。したがいまして、前の第２３期から引き続き委員となられた皆

様におかれましては、これまでと同様の要領で行っていただければと思います

が、主に新任の方向けに、順に詳しくご説明申し上げます。 

 まず、（１）のところですが、日常的には、お配りした「月別の活動記録簿」

と「活動記録帳」の二つを使用して、日々の活動を月ごとの記録としてまとめて

いただくことになります。 

次に、（２）の、月別の活動記録簿の記載の仕方についてご説明いたします。

「資料２別冊」とある冊子の６ページに、７月の場合の記入例がございますので、

こちらをご覧ください。 



まず、業務の種類が細かく分かれていますが、行ってただいた活動がどの業務

に当たるかにつきましては、同じ冊子の１ページから５ページまでを参考にご

判断ください。 

次に、６ページの記入例に戻りまして、一番左の欄には、その月において活動

した日を記載していただきます。 

そして、農業委員会法の６条１項から３項までの各業務が列記してあるとこ

ろのそれぞれ左端にある「活動実績件数」という欄には、１日活動した場合には

○を、半日活動した場合には△を記入していただきます。 

ただ、この「１日」と「半日」につきましては、率直にもう少し具体的な基準

がないと判断できませんので、安城市の組織内で使っている基準に基づきまし

て、おおむね２時間を超える活動は「１日」、２時間以下の活動は「半日」と考

えていただくようお願いします。 

続いて、その右側の「活動の分類」については、実際に行った活動の覧にチェ

ックの印をご記入ください。 

では、今のことを具体例で申し上げますと、上から３段目の７月１２日とある

ところですが、この日に４時間、農地パトロールを行ったとします。この場合は、

６条２項に基づく業務の左端の、活動実績件数の欄に（２時間を超えていますの

で）「○」を記入した上で、「農地パトロール（農地利用状況調査）」の覧にチェ

ックしていただくことになります。 

なお、その一番下には合計という欄がありますが、ひと月の活動が終わるごと

にこの部分の集計を終えておかれますと、後で説明いたします年間の集計表に

転記する際に楽になります。 

では次に、定例会資料の１ページに戻りまして、「３」の（１）、記録の集計、

すなわち今後の事務についてでございます。来年３月までの活動を終えられま

したら、再任の委員の方は今年４月からの１年分の記録を、新任の委員の方は７

月２０日からの８か月あまりの記録を、Ａ３、１枚の２０２０年用の集計表様式

で各自集計していただきまして、この集計表の様式だけを事務局へご提出くだ

さい。期限は、（２）にございますように、来年４月の農業委員会ということで、

かなり先のことになりますので、この件につきましては、期限が近づきましたら

再びご案内をさせていただきます。それから最後に、もう一つお配りいたしまし

た様式の「活動記録帳」につきましては、メモ代わりに自由に使用していただく

ために用意したものですので、併せてご活用ください。 

 この件についての説明は、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、岡田課長補佐から次のとおり説明があった。 

 

「１ 令和３年産米の生産数量目標面積の配分について（資料３）」ですが、こ

ちらは既に各利用改善組合様には周知してある内容でございます。 

 では定例会資料の２ページの資料３をご覧ください。令和２年８月２８日に、

愛知県農業再生協議会から、来年度の本市の米の生産数量目標が示されました。

ご覧のとおり、数字上は前年度との大きな違いはございません。 

 そして、これを元に市内各集落の生産数量目標面積の配分基準値を算定しま

すと、一番下にありますように６１．８％となります。 

 次に３ページをご覧ください。左から２番目の（Ａ）列は、各集落の基本面積

を示しておりますので、これにただいま申し上げた６１．８％を掛けた数字が、

（Ｂ）列の、米の作付目標面積になります。また、その右隣の列は、転作面積を

示しております。 

 以上、私からはごく簡単にご説明いたしましたが、この件についての担当は市

の農務課振興係となりますので、本日ご質問等をいただいた場合は、同係に確認

した上で後日回答をさせていただきます。または、次第に記した連絡先に直接お

問い合わせいただくこともできますので、いずれかの方法でよろしくお願いし

ます。 

続きまして、「２ 農産物イラスト入り名刺について（資料４）」についてです

が、４ページの資料４をご覧ください。第２４期の農業委員及び推進委員の皆様

にご使用いただくことと、本市の農産物をＰＲする目的を兼ねまして、イラスト

入りの名刺を作成いたします。絵柄はご覧のとおりでございまして、紙の質や大

きさは一般的な名刺と同等とお考えください。もちろん市内では、ほかにもたく

さんの種類の作物が栽培されてはおりますが、今回の１０種類は安城市農畜産

物特産品協議会で本市の特産品と位置付けているものとさせていただきました。 

希望される方は、本日お配りした申込書に必要事項をご記入の上、事務局へご提

出ください。特に期限は設けませんので、申し込みを受け付け次第順次作成をい

たしまして、来月以降の農業委員会でお渡しをさせていただきます。 

次に、「３ 配付物」ですが、のうねん９月号をお手元に配付しました。 

最後に、「４ 次回予定」ですが、１０月２２日（木）午後１時３０分 安城市

役所第３議会会議室にて運営委員会、午後２時３０分より第２３会議室にて定   

例会、午後３時３０分より第２３会議室にて研修会を実施します。 

なお、来月の研修会でございますが、名古屋市の愛知県農業会議から講師をお

招きしまして、農業委員会制度等に関する講義をしていただく予定でございま

す。と言いますのは、先月の定例会でもお知らせしましたように、当委員会は、

９月１１日に知立市で開催された研修会を全委員が欠席することにしましたの



で、代わりに、当日の内容を１時間程度に凝縮してご講義をいただくものとお考

えいただければと思います。 

また、衆議院が解散した場合は、この第２３会議室は期日前投票の会場になり

ますので、会場を変更する必要がございます。その場合には改めてお知らせをい

たします。 

 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、次のとおり質問があった。 

 

〇杉浦 和彦委員 

 

定例会等には関係ないですけど、城ヶ入町で会議があった時に、市役所の職 

員の方がみえて農家さんの方から質問した時にこの案件は農業委員会の方だと

言われたのでここで質問と要望をさせていただきます。 

利用増進の関係で書類を出すときに４月と６月に更新ができる書類が出ると

思うのですが、これが何で４月と６月なのか。２か月しか間がないのでなんでそ

ういう風になっているのかと、これから中間管理機構に移行されると思うんで

すが、４月と６月というのも同じように中間管理機構でも月は変わらないとい

う話でしたので、それが変えられるかどうか、常時申し込みができるのか、また

は半年に一回申し込みができないのかなどの要望がございましたので、ご回答

をお願いします。 

 

 〇岡田課長補佐 

  

 ありがとうございます。これ実はですね、少し前に事務局の方にもお話をいた

だいていた件でございます。確かに、他市では随時受け付けているところもあり

ますし、受付の時期というのは法律で決まっておりません。変えること自体はで

きます。ただし、こうした市と安城市が決定的に違うのは権利設定の件数が桁違

いに安城市の場合は多いということがあります。この事務自体が複雑な手続き

になっておりますので、概ね事務上の都合ということになってしまっておりま

すけれども、安城市では今のところは年に２回ですが、実質的には年に１回とい

う風に考えていただいていいです。集中的に事務を処理するということになっ

ております。４月６月というのは、先程利用増進という話もありましたけれども、 

その時代から作付けが始まる時期ということで、この時期が最も適切ではない

かということでやっております。ですので、今述べたようなことで、今すぐに毎

月受付をするという運用に変えること自体は難しいと考えておりますけれども、



たとえば先ほどおっしゃったように年に２回とか、そうしたことは事務上でき

るかどうか検討というか研究をさせていただきたいです。 

 それから、何らかの事情でどうしても４月６月以外に権利設定が必要だとい

う方におかれましては、最初に申し上げた通り、法的に時期が決まっているわけ

ではないですので、個別にご相談いただければ運用自体を全て変えるというこ

とではなくても、個別に対応することはできるかもしれませんので、ご相談いた

だきたいと思います。以上です。 

 

議長より再度質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

午後４時５分、議長は閉会を宣する。 


