
 

  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和２年２月２５日（火） 

 開会 午後２時 

 閉会 午後２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                １４名 

法第１８条による委員数               ２５名 

 

都築 敏和推進委員、稲垣 信彦推進委員 

 

  

 

会長 杉浦 英彦 

  

 

 

武智事務局長、村藤事務局課長、岡田係長、松井主査、山本主査、 

市川主査、石川主事 

 

 

 

３  柴田 孝敏 委員 

１０ 加藤 まさ江委員 

 

 



会議の記録 

 

午後２時、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 ３ 柴田 孝敏 委員 １０ 加藤 まさ江 委員 

 また、欠席者は ７ 都築 敏和 推進委員 １７ 稲垣 信彦推進委員  

  

 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４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石川主事から次のとおり説明があった。 

  

 日程第１第４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４～６、設１の計４件です。申請内容は、売買が３件、

地上権の設定が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 

３件、ガス管を埋設するためが１件です。また、譲渡人の理由は、相手方の要望

によるためが３件、高齢により耕作が困難なためが１件です。 

なお、設１についてですが、１１月に農振除外申請が出されている都市ガスの

ガバナステーション、バルブステーション施設の設置に伴う申請です。都市ガス

高圧導管を半場川を越えて接続するためには、川底に導管を埋設しなければな

らず、申請地及び申請地東側の半場川の川底に都市ガスを輸送する高圧導管を

埋設するための申請です。工事後は原状回復をし、引き続き農作業ができるよう

になります。 

また、農地法第３条第２項の各号には３条を許可できない要件が記載してあ

りますが、地上権を設定する場合は、これらの要件を満たすことは不要となりま

す。 

今回の申請４件について、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５６㎡、畑２，０１４㎡、合計２，０７０㎡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５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市川主査から次のとおり説明があった。 

 

 それでは、日程第２ 第５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８から１２までの５件です。転用行為別に見ますと、

分家住宅が３件、駐車場が１件、粘土採掘場及び通路が１件です。面積につきま

しては、田９，０９６．７４㎡、畑２，２２３．３６㎡、合計１１，３２０．１

０㎡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１１です。 

申請日は令和２年２月５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、駐車場を設置するものです。申請地の

登記地目は宅地ですが、現在は畑として利用されているため、このたび転用許可

の申請がありました。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４月１日から着工し、同月１０日に完成す

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、敷地境界にコンクリートブロ

ック積みと畦畔を設置し、隣接地への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・雑排水の発生はなく、雨水については自然浸透

させ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５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１２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、２月１７日月曜日に、浅

井清幸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。 



 ここで今回の現地調査をされました、浅井清幸、江川攻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。 

 

〇浅井 清幸 委員 

  

  この日は天候にも恵まれました。分家用地のところは、隣接にも住宅が建っ

ており、農地として使うよりも有効利用できると思いました。 

ですから、優良農地がたくさんなくなるということではなかったものですか

ら非常に安心しました。 

 以上です。 

 

 〇江川 攻 委員 

  

 今、浅井委員さんがおっしゃったとおりでほぼ同じ内容ですが、もう一度申し

上げます。全部で５件でして、粘土採掘場を除けば、分家住宅の３件はですね、

集落の中あるいは集落の周辺ということで、問題はないかなと。元々畑仕事にも

困るような場所だと思いますので問題ないのかなと思いました。 

それから駐車場はですね、先程話がありましたように、県道に沿っているとこ

ろで面積も非常に狭いということで、ここも問題はないかなと思いました。いず

れにしてもいつもは心を痛めているわけですが今回はそういうこともなくて、

安心して帰ってこられました。 

早く終わりまして、記録によりますと１０時１５分に市役所に着きましたの

で家に早く着きました。以上です。 

 

 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６号議案 相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

 

 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３ 第６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１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７，９８７㎡、畑２，２０８㎡、合計１０，１９５㎡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４ 第７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３第３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。 

「令和元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３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８，３３９㎡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、３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５ 報告第２号 専決処分について 

 

 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 報告第２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１の１件です。転用行為の概要は共同住宅の建築です。面積は、田 ４３

４㎡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４から１０の７件です。転用行為別にみますと、住宅の建築が４件、通



路の設置が１件、分譲宅地用地が２件です。面積は、田 ８１１㎡、畑 ７５７．

０３㎡の合計１，５６８．０３㎡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４から１４の１１件です。解約事由別にみますと、売却

するためが２件、高齢により耕作が困難のためが１件、他者に賃貸しするためが 

４件、収用のためが３件、転用するためが１件です。面積は、田 １３，１９２．

９７㎡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 

１の１件です。 取消の事由としましては、出店基準の見直しによる事業の取り

やめです。面積は、田１，６８６㎡、畑３８１㎡、合計２，０６７㎡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、協議依頼事項について、岡田係長から次のとおり説明があった。 

 

１ 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について（資料１） 

  

１ページ、資料１をご覧ください。 

これは、昨年の１１月２８日に東京都で開催された全国農業委員会会長代表者

集会において、農業委員会の委員等の綱紀保持に関する申し合わせ事項として

決議されたものです。このような決議が行われるきっかけとなったのは、昨年の

１０月に、２つの市町で立て続けに、農業委員会の会長が農地法違反と収賄の疑

いで逮捕されるという不祥事が発生したことです。 

そこで、２ページをご覧ください。言うまでもありませんが、特別職の地方公

務員として活動をする農業委員及び農地利用最適化推進委員は、その一人一人

が、職務と責任の重さを自覚するとともに、高い倫理観を持って法令遵守を徹底

しなければなりません。特に、農地制度関連の許認可事務を遂行するに当たって

は、刑事罰を受ける行為、又はその疑いを持たれる行為をしないようにするのは

もちろんですが、市民等の信頼を失うことのないよう公平かつ公正な制度運用

に徹しなければなりません。 

また、今回の事件では、許可等に至るまでの手続に重大な問題がありましたの

で、会議における審議手続の透明性や公正さを確保するために、農業委員会等に

関する法律第３１条の、利害関係のある委員に対する議事参与の制限や、同法第

３３条の議事録の公表を適切に実施することが必要と考えられます。 

今私が申し上げたことは、本市農業委員会の法令遵守に関する申し合わせ事



項として２ページに記したものでございます。ただ、こうしたことは、当委員会

においては、従来から当然のこととして実践しているところですが、この度、全

国農業会議所及び愛知県農業会議から、改めてすべての農業委員及び農地利用

最適化推進委員に注意喚起を行った上で、委員会組織として法令遵守の徹底に

ついて決議するよう依頼がありましたので、本日この場において、よろしくお願

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。 

 

続いて、連絡報告事項について、岡田係長から次のとおり説明があった 

 

まず、「１」の「賃借料情報の提供について」でございますが、３ページ、資

料２をご覧ください。 

この件は、平成２１年の農地法改正により廃止された標準小作料の仕組に替

わりまして、同法の第５２条に、農業委員会が農地の賃借料の目安となる価格を

取引の実勢から算定した上で情報提供することが定められましたので、以後、毎

年この時期に報告をしているものでございます。 

資料の表にもありますように、平成３０年１２月からのおよそ１年間におきま

しては、田の１０ａ当たりの賃借料は、平均額が１３，５００円、最高額が２１，

７００円、最低額が４，２００円でした。これらの価格につきましては、本日の

委員会終了後に市の公式ウェブサイトで公表をさせていただきます。 

なお、表の欄外に注意事項が４つ記載してございますが、まず、畑については

取引の数が少ないことから、目安として使用し得る適切な情報を提供するのが

難しいため、集計しておりません。 

次に、集計に用いたデータ数は２，１９８件で、農地利用集積円滑化団体によ

る利用権設定、並びに農地中間管理機構及び農地法第３条許可による賃借権設

定の筆数の合計でございます。 

また、ちなみにですが、農地利用集積円滑化団体及び農地中間管理機構が定め

る賃借料の算定方法というのは、米１俵、６０キログラム相当額を基本としてお

り、標準額の１４,０００円を基準としまして、ほ場の面積や耕作条件等により

段階的に設定される仕組になっております。 

最後に、今回の集計に当たっては、例えば無償の使用貸借契約や著しく低額な

賃料による場合、又は逆に、田で施設野菜を栽培する場合などの著しく高額な賃

料によるデータは除いております。 

では、この件についての説明は以上でございまして、続いて、「２」の「新型



コロナウィルス感染症の拡大に伴う視察研修の中止について」でございますが、

４ページの資料３をご覧ください。 

 こちらは、２月１９日付けで皆様にお知らせをした内容ですが、今週予定して

おりました視察研修については、やむを得ず中止させていただくことになりま

した。 

 今回の決定の理由といたしましては、冒頭会長からお話がありましたように、

皆様の健康を守ることや、感染拡大のリスクを回避することはもちろんですが、

先ほどの協議・依頼事項の説明の中にもありましたように、農業委員会が行政委

員会の立場にあるということです。つまり、万が一のことがあれば、市の農地行

政が滞ってしまうばかりか、危機管理体制を問題視されることにもつながり兼

ねませんので、こうした事情に加えまして、早期の収束が期待できそうにないこ

とを考え、会長及び会長職務代理者と協議の上、本日の定例会を待たずに早めに

結論を出させていただきました。 

 なお、併せてお知らせいたしましたように、いくらかのキャンセル料は発生し

ますので、旅行会社から確定した額の通知があり次第、改めて報告をさせていた

だくとともに、親睦会の積立金から一括して支払いをさせていただくことにつ

きましても、ご了承をいただきますようお願いします。 

  連絡・報告事項の１及び２については、以上でございます。 

続きまして、「３」の「女性農業者のつどい」でございますが、３月２４日（火）

の午後１時３０分から予定しておりましたが、先程女性農業委員４名の方と担

当と話し合いをしまして、いったん新型コロナウイルス感染拡大が収まる時期

をみて開催すると、つまり延期をさせていただくという形をとらせていただき

ましたので、ご了承願います。 

最後に、４ 次回の予定ですが、３月２３日（月）午後１時３０分から災害対

策本部室において運営委員会を、午後２時３０分から第１０会議室において定

例会を開催しまして、その後は、デンパークにおきまして、花の大温室、フロー

ラルプレイスを視察していただく予定をしております。フローラルプレイスは、

およそ１０か月の改修工事を経て来月１４日にリニューアルオープンする予定

ということもありますので、この機会にぜひご覧いただきたいと思います。 

 なお、当日は、市役所とデンパークとの往復には市のバスをご利用いただきま

す。視察が終わってここへ戻るのは午後５時過ぎごろになると思いますので、例

えば、南の地区にお住まいの委員の方などは、市役所へわざわざ戻るよりも直帰

された方が都合がよい場合もあると思われます。したがいまして、当日、定例会

終了後に、自家用車を使ってデンパークへ向かうことを希望される方につきま

しては、本日お配りしました交通手段調査票に氏名を記載の上、机上に置いてお

帰りくださいますようお願いします。 



 最後にですが、現在市では、新型コロナウィルス感染症の拡大を防ぐために、

一つ一つの行事の必要性や緊急性、感染拡大の危険度などを考慮した上で、多く

の行事を中止又は延期しております。ただ今ご説明したデンパークの視察につ

きましても、今後の状況次第では、他の行事に準じて中止等させていただく可能

性もございますので、ご了承ください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。 

 

午後２時３０分、議長は閉会を宣する。 


