
 

  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和２年１１月２４日（火） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３時３０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                １３名 

法第１８条による委員数               ２５名 

 

山村 京子委員、畔栁 真推進委員、杉浦 正紀推進委員 

 

 

 

 

会長 林 茂樹 

  

 

 

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 

 

 

 

 

７  横山 淳子 委員 

８  都築 英治 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 ７ 横山 淳子 委員 ８ 都築 英治 委員 

 また、欠席者は ４ 山村 京子委員  １ 畔栁 真推進委員   

１９ 杉浦 正紀推進委員  

  

 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４２号議案 農地利用最適化推進委員の選任について 

 

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。 

 

 これは、池浦町から選出されていた農地利用最適化推進委員の木村丈樹氏が、

９月１０日に亡くなられ、同日付けで退任されたことに伴い、農業委員会等に関

する法律第１７条第１項の規定により後任を委嘱するためにご提案申し上げる

ものでございます。 

候補者につきましては、木村氏を選任したときと同様の手続に従いまして、池

浦町農用地利用改善組合長に推薦の依頼をいたしましたところ、１０月２６日

付けで、議案書資料のとおり届出がございました。推薦書の内容からは、この方

についての農業従事年数や地域貢献度などに問題はなく、かつ、農業委員会等に

関する法律第８条第４項に規定する欠格事由にも該当しないことが調査により

確認できましたので、適任と判断いたしております。 

なお、本日ご決定をいただいた場合の任期は、委嘱のための準備期間と、月の

区切りであることを考慮して、始まりは令和２年１２月１日となり、終わりは前

任者の残りの任期の末日である令和５年７月１９日となります。 

以上、ご説明申し上げましたが、選任についてご審議の上、ご決定をいただき

ますようお願い申し上げます。  

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

合わせませして安城市農業委員会総会会議規則第５条第４項で、推進委員の

席の番号につきましては、「会長が定める」ととされていることから、会長によ

り５番と決定させていただきますので、よろしくお願いします。 



□ 日程第２ 第４３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２第４３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３３から３８の計６件です。 

申請内容は、売買が６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５件、農耕に精進するためが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、相手方の要望によるためが５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４，２３２㎡、畑２，２４３㎡の合計６，４７５ 

㎡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３ 第４４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４４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。 

 はじめに資料の訂正をさせていただきます。議案書の受付番号１３３番をご

覧ください。左から６行目の設定・移転する権利の種類というところ、こちら使

用貸借権の設定とお伝えさせていただきましたが、正しくは所有権の移転です。 

あともう１点、議案の説明で使わせていただいていますＡ３二つ折りの資料

１の申請地ですが、●●町とありますが、正しくは●●町でした。大変失礼いた

しました。 

今回の申請は、受付番号１２７から１３７までの１１件です。転用行為別に見

ますと、分家住宅が５件、住宅敷地の拡張が１件、倉庫・駐車場・資材置場が１

件、通路敷地が１件、給油所の建設が１件、工事車両通路敷地が１件、粘土採掘

場及び作土置場が１件です。面積につきましては、田１１，７０４．１９㎡、畑

１，９１０．７５㎡、合計１３，６１４．９４㎡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１３５です。申請



日は令和２年１１月５日、同日農業委員会受付となっております。本案件は、受

人が、渡人の所有する田を転用し、給油所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両面刷り２つ折りの資料を

ご覧ください。 

資料１についてどこで誰がどのくらいの規模で何をするかを簡単に記載して

いますが、最下段の立地基準・許可基準について資料２を用いて説明いたします。 

申請地は東側以外は農地以外に囲まれており、北側から広がる住宅等の連たん

区域の中にある農地であることから、許可見込みのある立地条件・第３種農地と

みております。 

事業期間につきましては、令和３年３月１日から着工し、令和３年７月３１日

に完成する計画となっております。 

土地利用計画については、資料４でご説明します。周辺農地等に係る支障の有

無についてですが、現地が田になっておりまして盛土をしていくわけなんです

けど、敷地境界に擁壁を設置した上で盛土するため、隣接地への土砂の流出を防

ぐ計画になっています。 

排水計画について、汚水・洗車機排水は下水道に、雨水については敷地内の集

水桝で集水し、最終桝を経由し、東側水路へ放流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１１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、周辺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。 

本件以外で申請面積１，０００㎡以上の案件について、該当案件は受付番号１

３３と１３７です。 

なお、今回の申請に関する現地調査につきましては、１１月１６日月曜日に、

山村京子委員と横山淳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。 

 

議長より質疑を諮ったところ、次のとおり意見があった。 

 

〇杉浦 泰昭推進委員 

 

 受付番号１３５と１３３について質問します。 



まず１３５ですが、隣にガソリンスタンドがあるのに、わざわざまた給油所と

いうことで、今から電気とか水路とかこういった風に引くということで、需要が

あるのか、その必要性があるのか。わざわざ農地を潰してまでやらないといけな

いのかどうなのかということ、１３３番の方ですがこの●●さんは●●町で田

んぼを現在埋め立てしてまして、草も生い茂っており、ダンプカーも許可なく停

めているんですけど、これはもう最近始まったことではなく、以前からずっとや

っていて指導もしているんですけど、全然直していただけないということで、こ

の●●町でまた新たに何かやろうとしているのを許可していいのかということ

と、わざわざここでやらなくても、●●町に埋め立てた土地があるのですから、

そこが毎年草が生い茂っており、周辺の営農の方も困って見えますので、そこを

きれいにして倉庫なりなんなりとやってもらったほうが良いのではないか。そ

れだけお願いします。 

 

〇曾我主事 

 

 問い合わせていただきました１３５番からお話させていただきます。 

こちら移設という形になりまして、今、現地資料２を見ていただきますと、申

請地の西側にガソリンスタンドがあるとお伝えさせていただいておりますが、 

こちらのガソリンスタンドは今借地で経営しておりまして、地主から返還を 

求められたということと、元々有人のスタンドで機材の配置をしていたので 

すが、この度セルフスタンドとして人を要さずにやっていきたいというとこ 

ろで少し広めの場所を確保したいというところから申請地が見いだされたも 

のと聞いております。実際には現地へ行くとガソリンスタンドだったところが

なくなって隣に移っているというところになります。 

続きまして、１３３の違反転用のことについて少しお話させていただきた 

いんですけれども、個人として違反転用をしている、個人が経営する法人が農

地転用する信用があるかないかというのが話題になってるんですけど、正確に

は法人の申請というところがあって、個人の違反転用を理由に申請を受け付け

ないというのは難しいですが、個人として違反転用はよくないです。これが良

い機会になるのは間違いありませんので、行政書士を通じて注意・是正につい

て求めました。 

今、違反転用になっている所に事業用の車両を止めていた経緯があると、た

だ今回の申請でもってそういった事業用の車両はもう置かないという方向で

進めているという回答をいただいております。また、現地については農作業用

の軽トラック程度は停まる見込みはあるそうです。少なくとも、事業用の車は

停めないというところでお話をいただいております。是正を求めた結果こうい



った現状になっています。 

 

〇杉浦 泰昭推進委員 

 

 今おっしゃいました事業用の車は●●の車のことか、それとも他で事業をや

っている人の車なのか。 

 

〇曾我主事 

 

 ●●の車と聞いています。 

 

〇杉浦 泰昭推進委員 

 

 ●●という法人は自分の所は色んなところに車を停めなければ、今回転用す

る所が悪いことをしている人と関わりのある土地だと分かっていても転用は

許可できるということですか。 

 

〇曾我主事 

 

 お問い合わせのあった事業者として使っているからどうなんだというとこ

ろもあったのですが、今回の申請で解消するということで受付をしているもの

ですから、今までよくない使い方をしていたというのも、実際には申し訳ない

ですけど、情報提供をいただいて申請を受け付けてからのお話になっています

ので、今回の申請時に農業委員会で把握するのは難しかったという状況になっ

ております。 

 

〇杉浦 泰昭推進委員 

 

 ●●の事業として使っている車は停めなければいいということで、●●さ 

んはどこかのダンプカーを停めさせてあげているということでいいですか。 

 

〇曾我主事 

 

 基本的に違反転用はよくないというところから、もう既に是正の指示はして

いる状態ですので、その場所は事業用の車は停まることはなく、停まったとし

ても農作業のための車と確認している状況になります。 



〇杉浦 泰昭推進委員 

ここ何日か注意をしてこの辺りを回っていますが、毎日毎日夜になるとダン

プカーが停まっています。これはどうなんですか。今回是正するということで許

可がおりたわけですけど、世間から見たら是正されているようには見えません

が指導する側から見たらどうですか。 

 

〇曾我主事 

 

今回の申請をもって、今停まっているダンプカーが申請地に移っていくとい

う流れで聞いています。今はまだ許可がおりていないので停められなかった分

を停めてしまっている時間帯があるというのを行政書士を通じて確認していま

すので、今回申請の許可がおりれば場所が新しくできてそこに停めることはな

いと聞いております。 

 

〇杉浦 泰昭推進委員 

 

停めることがないと言っていた●●以外の車は、今後●●の事業用地に停め

るということですか。 

 

〇曾我主事 

 

停まっていた車について●●のものであるというのは聞き取りしていますが、

その他の車両が停まっていたのかは申し訳ないですが聞き取りしていないので、

他のことに使わせることはだめですが、許可には今の段階では影響があるとは

考えていないです。 

 

〇会長 

 

今の違反転用農地は農地に戻してくれますか。 

 

〇曾我主事 

 

 はい。そのように聞いております。 

 

〇会長 

 



 今車が停まっている所は、農地に戻すということです。他の所を転用しない 

と車が置けないので、転用をしてそこに車を置く代わりに、今車が置いてある

ところを農地に戻すということで了承してもらえますかね。 

 

〇杉浦 泰昭推進委員 

 

はい。分かりました。 

 

 議長が再度質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第４ 第４５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４５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２３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１，６９７

㎡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４６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細井主査から次のとおり説明があった。 

 

日程第５第４６号議案農業経営基盤強化促進法第１８条の規程による農用地

利用集積計画についてご説明申し上げます。 

農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の貸し手と借

り手の調整を行い、市が計画を立て、農業委員会の審議を経て、市が公告を行う

ことにより利用権が設定されるものです。 



今回の計画は、農地中間管理事業による利用権設定を行うものです。安城市で

は、通常４月１５日付けまたは６月１５日付けで農用地利用集積計画の公告を

し、農地中間管理事業による利用権設定を行いますが、必要性が生じた際は、随

時公告を行います。 

今回は、令和２年４月１日に認定農業者となった者に経営移譲を行うために

権利設定を行います。 

 それでは、議案１頁目の「令和２年度農用地利用集積計画 実施総括表 令和

２年１２月１５日公告分」をご覧ください。 

今回の計画で新規に設定する面積が、２，８８９㎡です。 

 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、１２月１５日付けで公告させて

いただきます。２頁目につきましては、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。 

また、農地中間管理機構によるもの、畑・樹園地利用促進制度によるもの及び

農地利用集積円滑化事業による利用権設定面積は、今回の公告案件を含め１１

月１５日時点で、２，２７７ｈａとなります。これにより利用権による農地集積

率に換算しますと約６２．９５％となります。 

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 第４７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６ 第４７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。 

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１２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５，０３１㎡となっています。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、１２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。 

 

□ 日程第７ 報告第１１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７報告第１１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１４の１件です。転用行為は、共同住宅の建築です。面積は、田１４８㎡

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４６から５０までの５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１件、戸建住宅の建築が１件です。面積は、田９９０㎡、

畑７７６㎡の合計１，７６６㎡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１０２から１０８までの７件です。解約事由別にみますと、 

自作するためが３件、売却するためが３件、規模縮小のためが１件です。面積は、

田１１，２０７㎡、畑１，６８１㎡の合計１２，８８８㎡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。今回の申請は、受付番号 

４の１件です。取消の事由としましては、許可後に土地所有者が亡くなり、相続

人と賃借人の賃貸借契約が白紙になったためです。面積は、田４７１㎡です。 

最後に、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

５の１件です。変更の事由としましては、新規採掘場の追加及び今まで通路とし

て利用していた部分を採掘場として利用し、同時に一時転用の許可期限を１年

１ヶ月延長するためです。面積は、田９，９４２㎡となっております。 

 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。 

  

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２年度（第３５回）安城市農業賞について 

  

  上記の報告事項について天野課長補佐から次のとおり説明があった。 

  

 「令和２年度（第３５回）安城市農業賞等について」ご説明をいたします。 

安城市農業賞は昭和６１年度にスタートし、地域農業の発展に努力されてい

る方、農業経営が他の模範となる方、農業後継者で今後活躍が期待される方など

を表彰し、本市農業の一層の振興に資するものでございます。本年度も「地域づ

くり活動部門」、「営農部門」、「農業青年奨励部門」の３部門を選考させていただ

きました。 

選考につきましては、安城土地改良区、あいち中央農業協同組合、赤松町農用

地利用改善組合より推薦されました方を去る１０月２１日開催の安城市農業振

興協議会幹事会で事前審査し、１１月２０日開催の安城市農業振興協議会で決

定をいただきました。 

その結果、「地域づくり活動部門」につきましては、「藤野環境保全会」様に、

「営農部門」につきましては、「水野 富行」様に、「農業青年奨励部門」につき

ましては「鶴田 晃康」様にそれぞれ決定されました。 

一枚めくっていただきますと、各受賞者の方の業績を記載させていただきま

したので、要約してご説明いたします。まず、「地域づくり活動部門」の「藤野

環境保全会」様でございます。 

平成１９年４月１日設立の保全会で、川島町と村高町の地域で農地や農業用

水路等の保全活動を行っています。この地区では、昭和４７年～昭和５９年にか

けて湛水防除事業や県営ほ場整備事業が行われましたが、整備から年数が経ち

まして施設の老朽化などによりまして、集中豪雨などで集落が冠水する被害が

出ていました。平成１９年に同保全会が設立されたことで、排水機能の回復や施

設の老朽化対策を実施し、地域農業を支える役割を担っています。 

現在も地域住民と協力し、保全活動を進めており、地域全体で継続して活動に

取り組む組織の在り方は他の模範となっています。 

続いて、「営農部門」の「水野 富行」様でございます。 

昭和２６年生まれで、平成２３年に一般企業を定年退職され、両親が栽培していた

露地いちじくを定年帰農者として開始されました。 

平成２８年から地元小学校の３年生に対して食農教育を行ったり、またＪＡ

あいち中央いちじく部会の会員として、会計、副部会長、会長を務められました。

愛知県内のいちじく品評会では入選、ＪＡあいち中央品評会では安城市長賞を

受賞するなど、いちじくの栽培でも高い評価を得ています。そして、家族経営の

取組として、長女がいちじく栽培や６次産業化を進めるなど、後継者の育成とい



う課題にも積極的に取り組まれています。 

 続いて、「農業青年奨励部門」の「鶴田 晃康」様でございます。 

昭和５５年生まれの４０歳でございます。平成１５年４月に就農され、米・麦・

大豆及びハウス小松菜の生産をされています。 

就農と同時にＡＳ４Ｈクラブに加入され、ＪＡあいち中央青年部安城地区副

部長、ＡＳ４Ｈクラブ会長、ＪＡあいち中央青年部部長、安城地区監事を歴任さ

れました。令和２年７月からは安城市農業委員に就任され、安城市全体の農業を

担っていく若きリーダーとして今後も地域農業の発展に寄与することが期待さ

れます。 

以上の方が、令和２年度安城市農業賞を受賞することに決定されました。受賞

式につきましては、１２月１８日金曜日に執り行う予定でございます。 

例年は、農用地利用改善組合長及び農務連絡員の皆様にも表彰式にご出席い

ただいておりますが、今年度は新型コロナウィルス感染症の影響により会議室

の利用人数に制限がございますので、規模を縮小して執り行いたいと思います。 

以上で連絡報告事項１「令和２年度（第３５回）安城市農業賞等について」の

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。 

  

２ 粘土採掘場の現地調査結果について 

 

 上記の報告事項について市川主査から次のとおり説明があった。 

 

 定例会資料１ページ２ページ及び別紙でお配りしているカラー資料をご覧下

さい。今回の調査は１１月１２日（木）午後１時半から午後３時半及び翌日の１

３日（金）午前１０時から午前１１時半まで実施しました。 

 調査対象は市内全域で１４か所総面積９５，１１７．５㎡です。１２日は農地

利用最適化推進委員３名と事務局職員３名の合計６名が３班に分かれて、また、

１３日は事務局職員２名で現地へ出向き危険防止策等の有無、用水路の保全状

況等の有無を現地で待機していただいておりました各施工業者から聞き取りを

行いながら調査しました。 

 その結果ですが、施工中が１２件あり、その他２件は埋め戻しも終了しており、

ほぼ完了という状況でした。 

 指導内容といたしましては道路への鉄板敷の指示、雨水・排水対策の不備、埋

め戻しに関する管理の４件となっています。 

 これらの内容は各施工業者に対し１１月１９日付け文書にて指導をいたしま



して、１２月１１日までに是正を求めています。 

 なお、調査結果は本来この現地調査への出席を要請をする予定であった、愛知

県西三河農林水産事務所、愛知県西三河事務所廃棄物対策課、安城警察署生活安

全課、明治用水土地改良区財務課、安城市役所環境都市推進課、維持管理課にも

送付をしております。 

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。 

 

その他の連絡・報告事項３及び４について岡田課長補佐から次のとおり説明

があった。 

 

３ 令和３年農業委員会開催日程について（別添資料）についてですが、別添、

Ａ４、カラー刷りの資料、カレンダーになっているものをご覧ください。 

来年の農業委員会の開催予定日が決まりましたので、概要についてご説明い

たします。まず、開催日につきましては、慣例により、原則として毎月２２日と

していますが、その日が土曜日又は休日に当たるときは、次の最初の平日に設定

しております。次に、会場ですが、従来はほぼ第１０会議に固定して開催してま

いりましたが、今年の春以降は、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、広

くかつ、換気のしやすい会議室を選んで使用するようにしております。このため、

会場については当分の間、開催の都度変わる可能性がありますので、事務局から

の連絡事項や通知文の内容にはご留意をいただきますようお願いします。 

次に、４ 令和２年度第２回西三河・豊田加茂地域合同地域協議会についてで

すが、これは、愛知県農業会議の主催で、西三河地域の農業委員会会長と事務局

が定期的に集まり、その時々の課題について話し合う会議でございますが、今回

は豊田加茂地域との合同で、１２月１６日、水曜日の午後２時から、知立市中央

公民館で開催されますので、林会長及び私が出席をします。 

では、連絡報告事項の３及び４につきまして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。 

 

残りのその他の連絡・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。 

 

 ５ 本日の提出物でございますが、１１月中に不耕作地と、それから違反転用

農地についても一部対象となるものについて指導をしていただいた方は、指導



に関する報告書を事務局にご提出くださいますようお願いします。なお、８月か

ら実施してまいりました農地パトロールにつきましては、毎月の報酬とは別に、

現地調査活動に対する謝礼をお支払いする仕組になっております。よって本日

及び８月に皆様からご提出いただいた報告書を基に、あくまで予算の範囲内で

調整をした額ということにはなりますが、これを算定いたしまして、年末から年

明けごろをめどにお支払いをさせていただく予定でございます。 

そしてもう１点は、今月の開催通知文とともに送付をさせていただきました、

各地域における土地利用協議会の運営等に関する調査票に回答をご記入の上、

ご提出いただきますようお願いします。この調査を行う目的ですが、本市におき

ましてはご存知のとおり、農地転用の際に、申請者と地元との事前調整を重視す

る観点から、申請者には地区担当の推進委員の意見書を求めております。よって、

特に大規模な案件などについて、要するに委員一人が責任を負うような形にな

らないよう、事前に地元関係者が話し合う機会を設けることを、平成２１年６月

に全町内会長あてにお願いしました。 

しかしながら、そうした体制が整っていない地域が今もあるようでして、今期

から新たに就任された委員の方からは、意見書への署名に当たっての戸惑いの

声が聞かれることもあります。 

そこで、一度、各地域における状況を皆様にお聞きし、結果を取りまとめの上、

１２月の農業委員会で情報提供をさせていただきたいと思います。地元におけ

る協議の仕方がいまいちわからなくて困っているという委員さんにおかれまし

ては、既に取り組んでいる地域の情報を参考にしていただくとともに、そうした

地域の委員さんに直接意見を聞くことで、活動に役立てていただければと思い

ます。なお、回答の仕方についてご不明な点がございましたら、この後でも結構

ですので、事務局にお尋ねください。 

次に、６ 配付物についてでございますが、先月お申込みをいただいた方には

デンパークの年間パスポートをお配りいたしましたので、同封の注意事項をよ

くお読みの上、ご利用ください。なお、代金につきましては、恐れ入りますが本

日、現金で事務局職員にお渡しくださいますようお願いします。 

このほか、農業委員手帳又は農地利用最適化推進委員手帳、及びのうねん１１

月号をお配りいたしましたので、ご活用ください。 

 最後に、７ 次回予定ですが、１２月２２日（火)午後１時３０分から安城市

役所第１０会議室にて運営委員会、午後２時３０分から第２３会議室にて定例

会、午後３時３０分から第２３会議室にて研修会を開催する予定でございます。 

なお、来月の研修会では、安城市の企業立地推進計画の概要について、市の商

工課の担当から説明をさせていただく予定をしております。この計画というの

は、本市において今後、企業の誘致などを円滑に進めていく上での基本的な方針



を示すものですが、安城市内でこうしたことを進めるためには農地制度との調

整を図ることが必要不可欠ですので、案の段階で皆様にも内容をご理解いただ

くために担当課からの説明の時間を確保させていただきます。この内容は当初、

本日実施する予定でしたが、計画の中身を精査するのに時間が掛かりましたの

で、開催通知でもお知らせしたとおり、今月の実施は難しいと見て中止をし、来

月に延期させていただくこととしました。 

また、例年ですと１２月は会議終了後に懇親会を開催しておりますが、今年は

周知のとおり新型コロナウィルス感染症の影響があり、現状では大人数で宴席

をもった場合に、十分な安全を確保することは困難であることから、開催を見合

わせることとさせていただきますので、ご理解をいただきますようお願い申し

上げます。 

 

 連絡・報告事項については、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。 

 

午後３時３０分、議長は閉会を宣する。 


