
 

  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和２年５月２２日（金） 

 開会 午後２時３０分 

 閉会 午後３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                １３名 

法第１８条による委員数                ０名 

 

近藤 正広委員 

新型コロナウイルス感染症対策のため、法第１８条による委員は 

 出席を控えるよう要請 

 

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 

 

 

 

２  大見 由紀雄 委員 

１０ 加藤 まさ江 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 ２ 大見 由紀雄 委員 １０ 加藤 まさ江 委員 

 また、欠席者（農業委員）は １１ 近藤 正広 委員  

 なお、本日の会議は、新型コロナウイルス感染症対策のため、農地利用最適化

推進委員の出席は控えていただくこととした 

 

 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１９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１９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１６から２１の計６件です。 

申請内容は、贈与が１件、売買が５件です。譲受人の理由は、農耕に精進する

ためが４件、農業経営規模の拡大を図るためが２件です。また、譲渡人の理由は、 

後継者に農業の承継を図るためが１件、相手方の要望によるためが３件、体力に

自信がないためが１件、労力不足のためが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、田１２，６３９㎡、畑３９６㎡、合計１３，０３５

㎡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２０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２０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５９から６９までの１１件です。転用行為別に見ます

と、分家住宅が７件、駐車場が１件、シールド立坑用地が１件、粘土採掘場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１７，９５７．５

４㎡、畑２，３９５㎡、合計２０，３５２．５４㎡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６０です。 

申請日は令和２年５月７日、同日農業委員会受付となっております。本案件は、

借人が、貸人の所有する畑を転用し、分家住宅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７月２日から着工し、令和２年１２月３１

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、汚水は下水道に、雨水については敷地内の集水桝を集水し、

最終桝を経由し、道路側溝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６８，６９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、５月１５日金曜日に、長

谷部勇委員と太田千尋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、太田千尋、長谷部勇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。 

 

〇太田 千尋委員 

 

 ●●町の粘土採掘場では、排水路をまたぐということで気を付けてしていた



だくことと、●●町の分家住宅地内にある電柱は移動をするのですかとお聞き

したところ、今回は何も聞いていないということで後日業者さんにお伺いして

くださるということで、昨日返事があり、移動する方向だそうですが、まだはっ

きり決まっていないという返事をいただきました。 

 以上です。 

 

〇長谷部 勇委員 

 

 今太田委員が言われた通りですけれども、粘土採掘の現場で、元に戻る前にち

ゃんと元通りに戻っているかどうかの確認と、その途中にも何回か見てもらっ

て必ずその業者のやり方が間違っていないか、危険なところはないかというの

をきちんと確認してもらいたいと思います。委員さんもそうだと思いますけれ

ども、事務局もそのへんの確認をお願いします。 

 

〇市川主査 

 

 ありがとうございます。粘土採掘場につきましては、年に２回、推進委員さん

と共に現場のパトロールをする機会がございますので、その際に基準通りの施

行がされているかどうかの確認をさせていただいております。ただ、完了時につ

きましても、埋め戻しが適切にされているかどうか、これは写真での判断になる

んですけれども、完了報告の際に写真を付けさせておりまして、そのあたりの確

認をしていますけども、またお気付きの点等ございましたら、事務局までおっし

ゃっていただければと思います。 

 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２１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松井主査から次のとおり説明があった。 

 

 日程第３ 第２１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。 

 本日別冊でお配りしました、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６月１５日公告分」をご覧ください。 



 なお、この議案は農地中間管理に関わる権利設定分以外のものについて審議

するものであります。 

また、この議案では、議事参与の制限を受ける委員がおられますが、まず、議案

の全体説明を事務局からしていただき、その後議事参与の制限を受ける委員の

ものと受けないものとを分けて審議しますのでご承知ください。 

 

こちらは、農地中間管理機構による権利設定に関するものです。新規に設定す

る面積が、７１，６３９㎡、期間満了による更新の面積が、８８２，８８９．７

１㎡、合計９５４，５２８．７１㎡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、６月１５日付けで公告させてい

ただきます。 

２頁目から５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。 

 引き続きまして、議案６頁目の「令和２年度農用地利用集積計画 実施総括表

（相対によるもの） 令和２年６月１５日公告分」をご覧ください。 

こちらは、市外耕作者に対する、相対による権利設定に関するものです。新規

に設定する面積が、１，８３４㎡、期間満了による更新の面積が、１２，２９２

㎡、合計１４，１２６㎡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、６月１５日付けで公告させてい

ただきます。 

 議案７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５月

１５日時点で、２，２８２ｈａ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６３．０１％となります。 

以上で説明を終わります。 

 

本案につきましては、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき、議

事参与の制限を受けるものから審議します。 



 まず柴田孝敏委員に関する事項から審議いたしますので、柴田孝敏委員は退

席してください。 

  

それでは、柴田孝敏委員に関係する集積計画は３ページ目の表の上から３人

目の行に記載されています。ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

 

全員異議なく了承。 

 

異議なしということですので、この部分の集積計画は議案どおり決定させて

いただきます。柴田孝敏委員は入室してください。 

 

 続きまして、加藤まさ江委員の同居の親族に関係する事項を審議いたします

ので、加藤まさ江委員は退席してください。 

 

それでは、加藤まさ江委員の同居の親族に関係する集積計画は４ページ目の

表の上から２人目の行に書かれています。箕輪町の加藤公健氏によるものでご

ざいます。ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

 

 全員異議なく了承。 

 

 異議なしということですので、この部分の集積計画は議案どおり決定させて

いただきます。加藤まさ江委員は入室してください。 

 

続きまして、鈴木貴士委員に関する事項から審議いたしますので、鈴木貴士委

員は退席してください。 

 

それでは鈴木貴士委員に関係する集積計画は４ページ目の表の下から８人目

の行に記載されています。ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

 

全員異議なく了承。 

 

異議なしということですので、この部分の集積計画は議案どおり決定させてい

ただきます。鈴木貴士委員は入室してください。 

 

 続きまして、林茂樹委員が代表を務める有限会社林ファームに関係する事項

を審議いたしますので、林茂樹委員は退席していただきます。 



それでは、林茂樹委員が代表を務める有限会社林ファームに関係する集積計

画は５ページ目の表の下から６人目の行に書かれています。ご質問、ご意見があ

りましたらお願いします。 

 

全員異議なく了承。 

 

異議なしということですので、この部分の集積計画は議案どおり決定させて

いただきます。林茂樹委員は入室してください。 

 

続きまして、これまで審議した部分を除く集積計画と、７ページ目に記載され

ました、相対による市外の利用権取得者の集積計画ついて審議します。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

  

□ 日程第４ 報告第５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４ 報告第５号 専決処分についてご報告いたします。 

 始めに、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２０の１件です。転用行為別にみますと、専用住宅の建築が１件です。 

面積は、田２５６㎡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５０から５３の４件です。解約事由別にみますと、 

 転用するためが１件、売却するためが３件です。面積は、田 ７，１８１．２

８㎡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 農地法第３条の下限面積（別段の面積）の設定について 

 

 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。 

   



  １ページ、資料１をご覧下さい。 

  まず、農地法第３条の許可を受けて農地の権利を取得しようとする場合に

は、原則として、権利取得後の農地の経営面積の合計が５０アール以上となる

ことが必要です。ただし、農地法施行規則第１７条に定める基準の範囲内で、

農業委員会は別段の面積を定めること、つまり、これを引き下げることもでき

るとされております。 

そして、この別段の面積を定めるかどうかについては、同条に定める基準に

従って毎年検討をし、理由を付けて農業委員会の会議に諮った上で、最終的に

決定した方針を公表することが、「農業委員会の適正な事務実施」の一環とし

て定められておりますので、このたびの議題といたしました。 

そこでまず、農地法施行規則第１７条第１項に定める基準、これは主に、そ

の地域における農家の平均的な経営規模が小さいかどうかという点に着目し

たものですが、この基準に従って検討した結果としては、現行の下限面積５０

アールの変更は行わないのが妥当と考えます。 

理由といたしましては、まず、現状では結果が確定しているもののうち最新の

調査時点である、２０１５年の農林業センサスの数値では、市内の農家で３０ア

ール未満の経営規模農家数が、全農家数の４割を超えていますので、この数字だ

けで見れば、基準上は下限面積を３０アールまで引き下げることも可能です。し

かしその一方で、５０アールを超える経営規模農家数も同様に４割を超えてい

ますので、本市内の農家の平均的な経営規模を考えた場合には、決して小さいと

は言えないためです。 

さらに、本市では農業振興地域整備計画等において、効率的かつ安定的な農家

への農地の利用集積を推進しており、実際に年々利用集積率も増えている現状

がありますので、下限面積を引き下げると、小規模農家を増加させ、農地の利用

集積に支障を生じさせるおそれがあるためです。また、ほかにも弊害として、農

地取得の要件が緩和されることで転用目的での農地取得を誘発することも考え

られます。 

続いて、同条第２項に定める基準、これは、農地が効率的に利用されているか

どうかという点に着目したものといえますが、この基準に従って検討した結果

としては、同じく、現行の下限面積５０アールの変更は行わないものとします。

理由といたしましては、令和元年度の農地法第３０条の規定に基づく利用状況

調査、農地パトロールの結果によりますと、本市内の全農地に占める、不耕作地

などの管理状態が適切でない農地の割合は約０．０８％と非常に低い状況にあ

りますので、農地法上の下限面積の要件を緩和してまで利用の促進を図る必要

性に欠けていると考えられるためです。 

以上のことから、本市における農地法第３条の下限面積については、原則どお



り５０アールのままとするのが適当であると考えます。 

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。 

 

２ 生産緑地の買取希望者の調査依頼について（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。 

 

２ページ、資料２をご覧ください。 

市の都市計画課に新たに買取り申出のあった生産緑地につきまして、同課から

関係機関へ公共施設用地としての買取希望の照会を行った結果、希望がありま

せんでしたので、生産緑地法第１７条の２の規定により、農業委員会に買取希望

者の調査についての依頼がございました。そこで、営農を希望される方が取得で

きるよう、調査のご協力をお願いします。 

 申出地は、住吉町地内の２筆で、面積は計１，９８３㎡です。買取希望価格は

３億円と伺っておりますので、㎡当たりの単価では、約１５１，２００円でござ

います。 

 なお、３ページは土地の位置図となっておりますので、参考にしていただくと

ともに、買取り希望者がいらっしゃいましたら、来月の農業委員会までに事務局

へお聞かせ願います。 

  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。 

 

続いて、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 退任予定委員の農業委員会活動記録簿集計表の提出について」は、３月

の定例会で予告した件でございますが、４ぺージ、資料３をご覧下さい。 

要点といたしましては、２の（１）のところに書いてありますように、今期で農

業委員及び推進委員を退任される方につきましては、今年４月から、任期末であ

る７月１９日までの活動の記録を、退任予定の方のみに本日お配りしました集

計表の様式に記載の上、次の（２）に書いてありますように、任期満了後の７月

２０日以降で、同月末日までをめどに、事務局へ持参していただくか、郵送、又

はＡ３の様式に対応できる機種をお持ちであればＦＡＸでも構いませんので、

ご提出いただきますようお願いします。 



一方、来期も農業委員又は推進委員を務めていただける方につきましては、３

のところに書いてありますように、これまでどおり月々の活動記録をお願いし

ます。なお、詳しいことにつきましては、改選後に改めて説明をさせていただき

ます。 

それから、ただいま来期についてのお話をいたしましたので、ここで併せてご

連絡を申し上げます。来期も引き続き農業委員をお務めいただく予定の５名の

方の席上には、本日、「略歴」というＡ４の資料をお配りしました。これは、農

業委員の任命に当たりましては、法律の規定に従いまして、市議会で同意をもら

う必要がありますので、来月開会する６月定例市議会に提出する議案書に、参考

資料として添付することを予定しているものです。そして、今回は再任に当たる

５名の皆様につきましては、前回の改選時、つまり３年前の６月にも同じ手続を

経ていますので、原則としては、その時に用いた略歴書の内容に、平成２９年７

月から農業委員を務めていることの経歴を加えただけとなっております。した

がいまして、本来は内容に誤りというのはないはずですが、念のためご確認をお

願いします。 

また、平成２９年の７月以降に、もし、農業委員以外の公の職に、新たに就か

れたということがありましたら、ここに追加すべきものかどうかを判断する必

要がありますので、明日までに事務局へご連絡をいただきますようお願いしま

す。そうしたものや、修正を要する箇所、いずれも該当がなければ、連絡の必要

はございません。 

 連絡・報告事項の１については、以上でございます。 

 

「２ 農地等利用最適化推進施策の改善に関する意見書について」は、５ページ、

資料４をご覧ください。先月の定例会でご説明いたしましたとおり、４月２４日

に当農業委員会から市長に意見書を提出いたしました。併せまして、市の公式ウ

ェブサイトには、資料にございますような関係記事とともに、先月別冊でお配り

しました意見書の全文、及び６ページの、提出までの経緯を記した資料を掲載し

ましたのでご報告申し上げます。 

これ以降は資料はございませんので、次第の内容のみでご説明いたします。 

「３ 粘土採掘場の現地調査について」ですが、この現地調査というのは、粘土

採掘現場における事故防止や、適切な現場管理が行われているかなどを確認す

ることを目的としまして、毎年、春と秋に実施しているものです。そして、本来

であれば６月初めごろに、農地利用最適化推進委員の代表の方４名と、県農政課

など関係機関の職員が多数参加をし、一斉に市内すべての現場を調査した上で、

その後は意見交換会を行うという日程を設けるところですが、今回は新型コロ

ナウィルス感染症の拡大予防の観点から、事務局職員のみで、５月２０日現在で



は１２か所ございます、各現場における危険防止対策の有無、道路・水路の保全

状況、産業廃棄物の不法投棄の有無等の一連の調査及び必要な指導をさせてい

ただきます。併せまして、今後の状況次第では、例年１１月上旬に実施している

秋の調査の日程を早めるなどの方法も検討してまいりたいと考えております。

先ほど、２０号議案のところで長谷部委員からご指摘があったように今回一斉

の調査を行わないということに伴って疎かにならないように注意してまいりた

いと思います。 

続きまして「４ 配付物」でございますが、今回はのうねん５月号をお手元に

配付しましたので、ご活用ください。 

最後に、「５ 次回予定」でございますが、次回は６月２２日(月)の午後１時

３０分から、市役所さくら庁舎、古くは婦人会館と呼ばれていた、安城公園の西

側にある建物の２階の第３７会議室で運営委員会を、午後２時３０分から同じ

くさくら庁舎の第３６会議室で定例会を開催する予定でございます。 

 なお、新型コロナウィルス感染症の拡大は、最近ではやや落ち着きつつありま

すが、人々の行動の仕方次第では、第２波の感染拡大を招き兼ねないと言われて

おります。そのような中、市の方針としまして、根本的な予防対策が難しい宴席

等については、当面自粛すべきとすることが示されておりますので、来月予定し

ておりました懇親会の開催を見合わせることといたします。非常に残念ではあ

りますが、ご了承いただきますようお願いします。 

 対しまして、会議につきましては、次回は第２３期体制においては最後の開催

となりますので、できる限りの感染症予防対策を施した上で、推進委員を含む全

員の出席により開催したいと考えおります。 

 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。 


