
豊田市農業委員会議事録 

 

 令和２年３月２５日、豊田市農業委員会長 横粂 鈞は、令和２年３月度農業委員会総

会を豊田市役所東庁舎７階、東大会議室１に招集した。 

 

＜会議に付した議案＞ 

議案第１６号  農地法第３条の規定による許可について 

議案第１７号  農地法第４条の規定による許可申請承認について 

議案第１８号  農地法第５条の規定による許可申請承認について 

議案第１９号  事業計画変更申請承認について 

議案第２０号  生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について 

議案第２１号  農地法等の一部を改正する法律（平成２１年法律第５７号）第１条の規

定による改正前の農地法第７４条の２の規定により譲与を受けた道路等

の用途廃止及び付替え設置承認について 

議案第２２号  農業振興地域整備計画の変更について 

議案第２３号  農用地利用集積計画の決定について 

議案第２４号  農地中間管理事業の「農用地利用配分計画案」について 

 

報告 

   耕作放棄地の農地、非農地の判断について 

   農地法第１８条第６項の規定による通知書受理について 

   農地法第４条第１項ただし書きにおける適用除外の確認について 

   農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出書受理について 

   農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出書受理について 
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＜ 出 席 委 員 ＞（１８名） 

 

   ２番 岩田 弘勝  ３番 倉橋由美子 

 ４番 西山弥太郎  ５番 石川 幸子  ６番 為井  裕 

 ７番 近藤 和人  ８番 杉浦 俊雄  ９番 𡈽方 和子 

１０番 森  敏康 １１番 水野 省治 １２番 梅村 貢司 

１３番 鈴木 成仁 １４番 伊藤喜代司 １５番 伊藤 政和 

１６番 浅見富士男 １７番 瀬戸 喜朗 １８番 杉田 雅子 

１９番 横粂  鈞     

 

＜ 欠 席 委 員 ＞（１名） 

 １番 鈴木 喜一郎     

 

＜ 事務局説明員 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 岡本 武久 副主幹 尾形  洋 担当長 平田  崇 

主 査 加藤 泰平 主 査 神谷 光平 主 事 生田 卓哉 

主 事 太田 美紗子     
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（開会 午後 ２時００分） 

会  長： ただいまより豊田市農業委員会総会を開催いたします。 

 出席状況について、事務局より報告をお願いします。 

事 務 局    ： 本日の欠席委員は、１番、鈴木喜一郎委員、以上１名です。 

 委員の半数以上の出席を得ておりますので、本総会が成立いたしております

ことをご報告いたします。 

会  長： ここで、本日の議事録署名者２名を指名させていただきます。 

 １２番、梅村貢司委員、１３番、鈴木成仁委員、以上２名の委員にお願いい

たします。 

 それでは、議案の審議に入ります。 

 本日の提出議案は、議案第１６号から第２４号までの審議案件９件と報告案

件５件です。 

 それでは、順次議題を上程させていただきます。 

 令和２年議案第１６号「農地法第３条の規定による許可について」。 

 事務局より説明をお願いします。 

事 務 局    ： 令和２年議案第１６号「農地法第３条の規定による許可について」。 

 お手元にお配りしております別紙調査票をご覧頂きながら、ご審議のほどを

お願いいたします。 

 １７番、大池町の件、経営規模拡大のためです。 

 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の光岡委員からは、３月１６日、現地確認したところ、耕作で

きる農地でありました。住所地から申請地まで遠いが農作業に支障ないこと、

農機具等について問題ないことを確認しました。特に問題ありませんとご意見

を頂いております。 

 １８番、配津町の件、農業経営効率化のためです。 

 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の高橋委員からは、３月２１日に現地確認し、申請者の後継者

に会って申請内容を確認しました。申請地は農地として利用されており、受人

は農業に意欲的で農機具も十分に持っているため耕作できると判断しました。

特に問題ありませんとご意見を頂いております。 
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 １９番、堤町の件、営農に精進するためです。 

 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の中野委員からは、３月１５日、申請地において申請者立会い

の下、確認しました。申請者は営農意欲もあり、経験も十分で耕作するための

農機具も揃っています。申請地は自宅に隣接しており支障ありませんとご意見

を頂いております。 

 ２０番、井上町の件、営農に精進するためです。 

 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の磯村委員からは、申請地は良好に管理された農地であり、必

要な農機具等も所有しているため、特に問題は見られませんとご意見を頂いて

おります。 

 ２１番、白川町の件、経営規模拡大のためです。 

 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の鈴木委員からは、３月１５日、現地にて申請者立会いの下、

申請内容について確認しました。申請地は自宅前で農業の経験も十分あり、農

機具等も所有しており特に問題ないと思いますとご意見を頂いております。 

 ２２番、西中山町の件、農業経営効率化のためです。 

 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の長江委員からは、３月１７日、譲渡人に電話にて、譲渡しの

意思を確認し問題はありませんでした。３月１８日、譲受人の立会いの下、現

地にて確認の結果、申請内容と申述に問題はありませんでしたとご意見を頂い

ております。 

 ２３番、怒田沢町の件、農業経営効率化のためです。 

 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の宇井委員からは、３月２０日、申請地において申請者立会い

の下、申請内容について書類に基づき確認しました。隣接する農地を取得する

内容であり、申請者は農業に意欲的で経験も十分にあります。また、申請地は

管理されており、農機具等も整備されているため特に問題ないと考えますとご

意見を頂いております。 

 ２４番、怒田沢町の件、農業経営効率化のためです。 
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 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の宇井委員からは、３月２０日、申請地において申請者立会い

の下、申請内容について書類に基づき確認しました。隣接する農地を取得する

内容であり、申請者は農業に意欲的で経験も十分にあります。また、申請地は

管理されており、農機具等も整備されているため、特に問題ないと考えますと

ご意見を頂いております。 

 ２５番、黒坂町の件、経営規模拡大のためです。 

 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の倉地委員からは、３月２１日現地にて申請者立会いの下、申

請内容について確認しました。本申請は、所有農地の隣接地を取得する内容で、

申請者の農業経験もあり、農機具等も整備されているため、特に問題ないもの

と考えますとご意見を頂いております。 

 以上読み上げました案件につきまして、農地法第３条第２項各号の不許可の

条文に該当しないことを確認しております。 

 以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 事務局の説明並びに地区担当推進委員の意見を頂きました。 

 ここで、委員の皆さんのご質問並びにご意見を伺います。 

 いかがでしょうか。 

 

（会場声なし） 

 

会  長： 特にご意見等もないようですので、採決をいたします。 

 議案第１６号で上程されました９件について、賛成の委員は挙手をお願いし

ます。 

 

（賛成者挙手） 

 

会  長： ありがとうございました。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第１６号は承認決定されました。 
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 令和２年議案第１７号「農地法第４条の規定による許可申請承認について」。 

 事務局より説明をお願いします。 

事 務 局    ： 令和２年議案第１７号「農地法第４条の規定による許可申請承認について」。 

 一般基準については、別紙２ページをご覧ください。立地基準についてのみ

述べさせていただきます。 

 ６番、御船町の件、農業用倉庫です。農用地です。判断基準は、農業振興地

域整備計画において農用地等として定められた土地の区域内にある農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

森 委 員    ： 御船町の農業用倉庫の件ですけれども、現状に合わせ是正するものであり問

題は見られないと思うとの担当推進委員のご意見も伺っております。それによ

って、申請書の内容及び推進委員の意見を基に許可相当と考えます。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 続きまして、７番、大蔵連町の件、植林です。第２種農地です。判断基準は、

中山間の生産性の低い小規模農地等、他のいずれの農地区分にも該当しない農

地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

伊藤（政）委員： ７番ですが、植林ということで確認をしました。３月２０日に推進委

員さんと私が聞取りに行きました結果、申請地は宅地及び山林に囲まれたとこ

ろにある農地で、周辺に農地もないということで、申請地が農転されても特に

問題ないと考えます。また、同じように農業委員の意見ですが、推進委員の意

見を基に特に問題ないと考えられます。 

 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 議案第１７号については、以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 事務局の説明並びに地区担当委員の意見を頂きました。 
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 ここで、委員の皆さんのご質問並びにご意見を伺います。 

 いかがでしょうか。 

 

（会場声なし） 

 

会  長： 特にご意見等もないようですので、採決をいたします。 

 議案第１７号で上程されました２件について、賛成の委員は挙手をお願いい

たします。 

 

（賛成者挙手） 

 

会  長： ありがとうございました。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第１７号は適当である旨、承認されました。 

 令和２年議案第１８号「農地法第５条の規定による許可申請承認について」。 

 事務局より説明をお願いします。 

事 務 局    ： 令和２年議案第１８号「農地法第５条の規定による許可申請承認について」。 

 一般基準については、別紙３ページをご覧ください。立地基準についてのみ

述べさせていただきます。 

 ３１番、清水町の件、資材置場です。第２種農地です。判断基準は、土橋駅

からおおむね１キロメートル以内かつ、同施設を中心に申請地との距離を半径

とした円内の宅地の割合が４０％を超える区域です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 続きまして、３２番、長興寺の件、分家住宅です。第３種農地です。判断基

準は、水管、下水管の２種類が埋設されている幅員４メートル以上道路の沿道

区域で、おおむね５００メートル以内に２以上の医療施設がある農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 以上２件、鈴木委員の件ですけれども、今月については岩田委員にお願いを

しておりますので、次の３３番と併せて説明を頂きます。 
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 続きまして、３３番、扶桑町の件、太陽光発電施設です。第２種農地です。

判断基準は、中山間の生産性の低い小規模農地等、他のいずれの農地区分にも

該当しない農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

岩田委員： ３１番、清水町、資材置場の件ですけれども、３月１５日に推進委員が現地

を確認し、代理人に聞取り調査を実施しております。特に問題ないということ

で、総合的に判断した結果、許可相当であると考えます。 

 ３２番、分家住宅です。長興寺です。３月２０日に現地にて申請人と父親と

立会いし現地を確認しております。特に問題はないということであります。総

合的に判断した結果、許可相当であると考えます。 

 続きまして３３番、扶桑町、太陽光発電施設ですけれども、３月１９日に現

地において確認をしております。特に問題ないということでありまして、総合

的に判断した結果、許可相当であると考えます。 

 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 続きまして、３４番、畝部西町の件、分家住宅です。第３種農地です。判断

基準は、水管、下水管の２種類が埋設されている幅員４メートル以上道路の沿

道区域で、おおむね５００メートル以内に２以上の教育施設がある農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

西山委員： 畝部西町の件ですけれども、担当推進委員が３月２２日に現地確認、それか

ら申請者に電話にて申請内容の確認をしました。申請地が転用されても周辺農

地の営農に与える影響は軽微であると考えられるため、特に問題ありませんと

いう意見を受け、申請書の内容を基に総合的に判断した結果、許可相当である

と考えます。 

 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 
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 続きまして、３５番、鴛鴨町の件、分家住宅です。第１種農地です。判断基

準は、おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

石川委員： 担当推進委員の意見として、３月２２日、現地にて申請者と申請内容等につ

いて確認したところ間違いはなく、周辺農地にも影響はなく問題ないとのこと

です。 

 農業委員の意見として、申請書の内容及び担当推進委員の意見を基に総合的

に判断した結果、許可相当と考えます。 

 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 続きまして、３６番、上郷町の件、分家住宅です。第３種農地です。判断基

準は、街区に占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 続きまして、３７番、大成町の件、資材置場です。第３種農地です。判断基

準は、街区に占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

為井委員： ３６番から、担当推進委員の意見は、３月１７日に現地確認と、電話にて申

請者の祖母に申請内容を確認しました。申請地は周囲を住宅と道路に囲まれ、

排水路も確保されており、転用はやむを得ないと考えますとの意見です。農業

委員の意見として、推進委員の意見を総合的に判断した結果、問題ないと考え

ます。 

 ３７番、担当推進委員の意見、３月１７日、現地にて譲受人から申請内容を

確認しました。申請地は、周囲を宅地と道路に囲まれ、排水路も確保されてお

ります。転用はやむを得ないと考えるとの意見です。農業委員の意見では、推

進委員の意見を総合的に判断した結果、問題ないと考えます。 
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 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 続きまして、３８番、広田町の件、分家住宅です。第３種農地です。判断基

準は、街区に占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

近藤委員： ３８番、広田町の件ですが、申請書の内容及び担当推進委員の意見を基に総

合的に判断した結果、許可相当であると考えます。 

 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 続きまして、３９番、上丘町の件、モータープールです。第３種農地です。

判断基準は、街区に占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地で

す。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 続きまして、４０番、上丘町の件、流通業務施設・駐車場です。第２種農地

です。判断基準は、住宅等その他の事業用施設、公共施設または公益的施設が

連担する区域に近接する区域で、おおむね１０ヘクタール未満であるものです。

なお、以降、同基準におきましては１０ヘクタール未満の一団の農地と読ませ

ていただきます。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 続きまして、４１番、高岡本町の件、分家住宅です。第３種農地です。判断

基準は、水管、下水管の２種類が埋設されている幅員４メートル以上道路の沿

道区域で、おおむね５００メートル以内に２以上の教育施設がある農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 続きまして、４２番、堤町の件、進入路です。第３種農地です。判断基準は、

街区に占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地です。 
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 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 続きまして、４３番、若林東町の件、分家住宅です。第２種農地です。判断

基準は、中山間の生産性の低い小規模農地等、他のいずれの農地区分にも該当

しない農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

杉浦委員： ３９番、上丘町の件です。隣接する農地もなく排水計画も十分であるという

ことで、特に問題ないという意見を担当推進委員のほうから頂いておりますの

で、それを総合的に判断し、許可相当であると考えます。 

 ４０番、上丘町の件ですけれども、こちらも周辺農地への影響も軽微であり

特に問題ないと担当推進委員の意見を頂いておりますので、総合的に判断し、

許可相当であると考えます。 

 ４１番、高岡本町の件です。申請地西側は既に転用されており、この地域は

上下水が完備されておるので他農地への影響も少ないと思いますという意見を

頂いておりますので、これも総合的に判断し、許可相当であると考えます。 

 ４２番、堤町の件です。隣接する農地を進入路として購入するもので、周辺

農地に対する影響も軽微であるという意見を頂いておりますので、これも総合

的に判断し、許可相当であると考えます。 

 ４３番、若林東町の件です。申請内容に間違いはなく、排水計画、上水計画

とも整っており、周辺農地への影響も軽微であると、特に問題ないというご意

見を頂いておりますので、これも総合的に判断し、許可相当であると考えます。 

 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 続きまして、４４番、加納町の件、建売住宅です。第３種農地です。判断基

準は、街区に占める宅地の割合が４０％を超えている区域にある農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 
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森 委 員    ： 加納町の建売住宅の件ですが、特に問題はないとの担当推進委員の意見を伺

っております。それを基に総合的に判断し、許可相当であると考えます。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 続きまして、４５番、勘八町の件、自己用住宅です。第２種農地です。判断

基準は、中山間の生産性の低い小規模農地等、他のいずれの農地区分にも該当

しない農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 続きまして、４６番、勘八町の件、自己用住宅です。第２種農地です。判断

基準は、中山間の生産性の低い小規模農地等、他のいずれの農地区分にも該当

しない農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 続きまして、４７番、力石町の件、かさ上げです。第３種農地です。判断基

準は、おおむね３００メートル以内に石野出張所が存在する区域です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 続きまして、４８番、東広瀬町の件、自己用住宅です。第２種農地です。判

断基準は、中山間の生産性の低い小規模農地等、他のいずれの農地区分にも該

当しない農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 続きまして、４９番、東広瀬町の件、自己用住宅です。第２種農地です。判

断基準は、中山間の生産性の低い小規模農地等、他のいずれの農地区分にも該

当しない農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

水野委員： 勘八町の４５番、４６番、現在除外中の土地であります。問題なしという意

見を頂いております。 
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 それから４７番ですが、かさ上げということで残土の一時転用ということで

すけれども、梅を植えて管理するということでありますので、これも問題ない

という意見を頂いております。 

 それから、４８番、４９番、自己用住宅ですが、これも１８号申請。先ほど

の４５番、４６番も１８号申請です。 

 この２つの１８号申請で近くなんですけれども、推進委員の意見として問題

なしという意見を頂いております。許可相当と考えます。 

 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 続きまして、５０番、深見町の件、分家住宅です。第２種農地です。判断基

準は、中山間の生産性の低い小規模農地等、他のいずれの農地区分にも該当し

ない農地です。なお、議案の訂正がございます。５０番の案件の担当農業委員

が伊藤委員になっておりましたが、正しくは梅村委員でした。大変申し訳ござ

いませんでした。訂正をお願い致します。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

梅村委員： ５０番の件ですが、農地の除外申請中の案件です。推進委員の意見として、

申請地内容とあと現地のほうで確認した結果、問題ないという意見を頂いてお

りまして、それを総合的に判断して、許可相当であると思われます。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 続きまして、５１番、岩倉町の件、残土処分場、一時転用です。第２種農地

です。判断基準は、中山間の生産性の低い小規模農地等、他のいずれの農地区

分にも該当しない農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 続きまして、５２番、豊松町の件、駐車場です。第２種農地です。判断基準

は、中山間の生産性の低い小規模農地等、他のいずれの農地区分にも該当しな

い農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 
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 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

伊藤（喜）委員： ５１番、岩倉町の件ですが、一時転用です。現場確認、申請等々推進

委員の意見を総合的に判断した結果、本件は許可相当と考えます。 

 ５２番、豊松町ですが、駐車場の件であります。これも申請内容、現場立会

い等推進委員の意見を総合的に判断した結果、許可相当と考えています。 

 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 続きまして、５３番、東保見町の件、分家住宅です。第２種農地です。判断

基準は、保見駅からおおむね５００メートル以内にある農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 続きまして、５４番、保見町の件、分家住宅です。第２種農地です。判断基

準は、１０ヘクタール未満の一団の農地です。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

横粂委員： ５３番、実家の近くに娘が分家住宅ということで全く問題ありません。 

 次の５４番、これも親の居住地区の近くに土地を買って分家住宅ということ

で、所定の条件を満たしておりますので、許可相当と考えております。 

 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 議案第１８号については、以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 事務局の説明並びに地区担当委員の意見を頂きました。 

 ここで、委員の皆さんのご質問並びにご意見を伺います。 

 いかがでしょうか。 

 

（会場声なし） 
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会  長： 特にご意見等もないようですので、採決をいたします。 

 議案第１８号で上程されました２４件について、賛成の委員は挙手をお願い

いたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

会  長： ありがとうございました。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第１８号は適当である旨、承認されました。 

 令和２年議案第１９号「事業計画変更申請承認について」。 

 事務局より説明をお願いします。 

事 務 局    ： 令和２年第１９号「事業計画変更申請承認について」。 

 ３番、和会町の件、目的は粘土採掘及び残土処分場です。変更内容は期間延

長です。 

 本件、平成３１年４月１８日付５条許可を得ました。 

 当初は令和２年３月３１日までの１年間で事業完了する計画でしたが、粘土

搬出先から量を制限された時期があり、当初の予定どおり計画を遂行すること

ができず、工期を令和２年１０月まで延長するもので、軽微変更に該当しない

と判断されたため、今般事業計画変更承認申請をするものです。 

 場所についてはスクリーンのとおりです。 

 土地利用計画図はこちらです。 

 お願いします。 

為井委員： 担当推進委員の意見、３月１７日、申請人立会いの下、現地と申請内容の確

認をしました。その結果、一時転用の期間延長はやむを得ないと考えますとの

意見です。 

 農業委員の意見は、推進委員の意見を総合的に判断した結果、問題ないと考

えます。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 議案第１９号については以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 事務局の説明並びに地区担当委員の意見を頂きました。 
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 ここで、委員の皆さんの質問並びにご意見を伺います。 

 いかがでしょうか。 

 

（会場声なし） 

 

会  長： 特にご意見等もないようですので、採決いたします。 

 議案第１９号で上程されました１件について、賛成の委員は挙手をお願いし

ます。 

 

（賛成者挙手） 

 

会  長： ありがとうございました。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第１９号は適当である旨、承認されました。 

 令和２年議案第２０号「生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について」。 

 事務局より説明をお願いします。 

事 務 局    ： 令和２年議案第２０号「生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について」。 

 ３番、土橋町の件、主たる従事者の死亡のためです。 

 申請地はスクリーンのとおりです。 

 担当推進委員の神谷委員からは、３月１６日、申請者に聞取り及び現地確認

をしました。世帯の家族構成を見ると農業後継をするのには困難であり、主た

る従事者の死亡により営農の継続は不可能ですとご意見を頂戴しております。 

 以上読み上げました案件につきまして、生産緑地法第１０条の要件を満たし

ていることを確認しております。 

 以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 事務局の説明並びに地区担当推進委員の意見を頂きました。 

 ここで、委員の皆さんのご質問並びにご意見を伺います。 

 いかがでしょうか。 

 

（会場声なし） 
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会  長： 特にご意見等もないようですので、採決をいたします。 

 議案第２０号で上程されました１件について、賛成の委員は挙手をお願いし

ます。 

 

（賛成者挙手） 

 

会  長： ありがとうございました。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第２０号は承認決定されました。 

 令和２年議案第２１号「農地法等の一部を改正する法律（平成２１年法律第

５７号）第１条の規定による改正前の農地法第７４条の２の規定により譲与を

受けた道路等の用途廃止及び付替え設置承認について」。 

 事務局より説明をお願いします。 

事 務 局    ： 令和２年議案第２１号「農地法等の一部を改正する法律（平成２１年法律第

５７号）第１条の規定による改正前の農地法第７４条の２の規定により譲与を

受けた道路等の用途廃止及び付替え設置承認について」。 

 １番、小坂町の件。 

 本件、説明申し上げます前に、１点訂正がございます。 

 譲与期日及び用途の欄がございますが、ここの期日が昭和５７年月２３日と

なっておりますが、誤植でございまして、正しくは昭和５７年９月１日となり

ます。大変申し訳ございませんでした。訂正をお願い申し上げます。 

 今般の用途廃止の理由につきましては、申請地周辺の土地と一体的な土地利

用を図るために利用画地内に位置する道路の用途廃止し、付替えを行うもので

す。 

 本件のような用途廃止の案件につきましては、過去を遡りますと２年前に同

様に総会に上程されておりますけれども、その後かなり間が空いてしまってお

りますため、まずは事務局のほうから概要を説明させていただいた後、調査を

頂いた神谷委員からのご意見を報告させていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 まず、お手元の資料４ページをご覧ください。右肩に令和２年議案第２１号
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補足資料とございます。 

 概要を説明申し上げますが、本件のような国有財産の処分につきまして、ま

ず、自作農財産とは、戦後間もなく行われた農地改革や開拓事業により国が取

得した土地等と大別されます。 

 そして、この取得の経緯についてはさらに大きく２つに分かれます。 

 まずは、国有農地等です。これは農地改革の際に国が取得した既墾地であり、

売渡しが保留されている土地。 

 続いて、開拓財産、今回のケースですが、農地を開拓する事業により国が取

得した山林・原野等の未墾地で、売渡しが保留されている土地と大別されます。 

 当該地は国から豊田市に対して、昭和５７年９月１日付、当初は水路の目的

で譲与された土地になります。その後、変更の承認を経て、用途は現在は道路

に変わっております。 

 この道路としての利用目的をやめようとする場合は、事務手続としましては、

愛知県が用途廃止を進める際は地元農業委員会の意見を聞くことと定めており

ますため、この度農業委員会の総会に諮るものです。 

 農業委員会として確認するポイントとしましては、道路が用途廃止されるこ

と、それに伴い付替えによる施設の利用及びその施設を利用する周辺農業者及

び周辺農地に支障及び影響がないかどうかという点になります。 

 では、資料の５ページ、案内図をご覧ください。丸で囲んだ部分が今般の申

請地になります。 

 続いて、資料の７ページ、公図の２枚目になりますがこちらをご覧ください。 

 今般、用途廃止する箇所につきましては、実線で示した２０の３と地番が付

されている部分、そして、付替え先が破線及び薄く網かけ色付けした部分にな

ります。 

 土地の状況につきましては、資料１２ページになりますが、現況の写真をつ

けております。この現況写真のとおりとなっております。 

 案件の概要説明につきましては以上となりますが、担当推進委員の神谷委員

からは、３月１８日、道路等の用途廃止、付替えの件にて、現地確認をする。

申請地は用途廃止され、付替えされても、周辺農地に影響はないと考えられま

すとのご意見を頂戴しております。 
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 以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 事務局の説明並びに地区担当推進委員の意見を頂きました。 

 ここで、委員の皆さんのご質問並びにご意見を伺います。 

 いかがでしょうか。 

 

（会場声なし） 

 

会  長： 特にご意見等もないようですので、採決をいたします。 

 議案第２１号で上程されました１件について、賛成の委員は挙手をお願いい

たします。 

 

（賛成者挙手） 

 

会  長： ありがとうございました。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第２１号は承認決定されました。 

 令和２年議案第２２号「農業振興地域整備計画の変更について」。 

 農政課より説明をお願いします。 

事 務 局    ： 令和２年議案第２２号「農業振興地域整備計画の変更について」。 

 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２により、農業委員会の

意見を求めます。 

 １５ページをご覧ください。 

 農業振興地域整備計画の変更の農振農用地除外についてでございます。 

 １番、今町の件、駐車場です。 

 申出地はスクリーンのとおりです。 

 ２番、こちらも今町の件、分家住宅です。 

 申出地はスクリーンのとおりです。 

 ３番、河合町の件、分家住宅です。 

 申出地はスクリーンのとおりです。 

 お願いします。 
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岩田委員： １番、今町、駐車場の件でありますけれども、３月１９日に現地において、

申請会社の取締役と申請内容を確認しております。農地以外への用途に対して

特に問題はないということでありまして、総合的に判断した結果、許可相当で

あると考えます。 

 ２番、今町、分家住宅の件でありますけれども、３月１９日に現地において、

申請者の父親の立会いの下、申請内容を確認しております。特に問題はないと

いうことであります。総合的に判断した結果、許可相当であると考えます。 

 ３番、河合町、分家住宅であります。３月２２日に申請者立会いの下、現地

を確認しております。特に問題はないということで、総合的に判断した結果、

許可相当であると考えます。 

 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 ４番、竹町の件、駐車場です。 

 申出地はスクリーンのとおりです。 

 お願いします。 

近藤委員： ４番、竹町の件ですが、駐車場の件。申請書の内容及び担当推進委員の意見

を基に総合的に判断した結果、許可相当であると考えます。 

 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 ５番、上丘町の件、駐車場です。 

 よろしくお願いします。 

杉浦委員： 上丘町の件です。申請地は現在の会社に隣接しており、ほかの農地への影響

も軽微だということを担当推進委員のほうから伺っておりますので、それを総

合的に判断し、許可相当であると考えます。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 ６番、上原町の件、分家住宅です。 

 申出地はスクリーンのとおりです。 

 ７番、亀首町の件、公園です。 

 申出地はスクリーンのとおりです。 

 お願いします。 
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森 委 員    ： ６番です。分家住宅の件ですけれども、今回の農地用途変更に関しては特に

問題は見られないとの担当推進委員の意見を伺っております。それを基に総合

的に判断し、許可相当と考えます。 

 ７番の公園の件ですが、３月１７日に現地調査、除外することにより、農用

地の集団化、農作業の効率化及び土地の農業経営効率化かつ総合的な土地利用

に支障は特別ありません。施設の利用目的、水辺ふれあいプラザの早期完成を

期待するとの担当推進委員の意見を伺っております。総合的に判断し、許可相

当と考えます。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 ８番、勘八町の件、自己用住宅です。 

 申出地はスクリーンのとおりです。 

 お願いします。 

水野委員： 担当推進委員の意見ですが、隣地は住宅化しており問題ないというのを頂い

ております。除外はやむを得ないと考えます。 

 以上です。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 ９番、伊保町の件、分家住宅です。 

 お願いします。 

横粂委員： 推進委員の現地調査確認を踏まえ、分家住宅として問題ないことを確認して

おります。 

事 務 局    ： ありがとうございます。 

 続いて１７ページをご覧ください。 

 １０番、大野瀬町の件から、一番最後、２８番、迫町の件までは開発許可不

要案件というものになります。 

 携帯電話の無線鉄塔敷、道路法による道路用地等は農業振興地域の整備に関

する法律第１５条の２第１項第６号の開発許可不要案件に該当し、農用地区域

内でも整備することが可能です。 

 しかし、整備中または整備後に農振除外の手続は必要になります。許可不要

のため、一件一件皆様に協議していただく内容はありませんが、農振整備計画

の変更内容の一部でありますので、必要な法手続として今年度分をまとめて農
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業委員会に報告させていただきます。 

 こちらは以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 農政課の説明並びに地区担当推進委員の意見を頂きました。 

 ここで委員の皆さんのご質問並びにご意見を伺います。 

 いかがでしょうか。 

 

（会場声なし） 

 

会  長： 特にご意見もないようですので、採決いたします。 

 議案第２２号で上程されました２８件について、賛成の委員は挙手をお願い

いたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

会  長： ありがとうございます。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第２２号は承認決定されました。 

 令和２年議案第２３号「農用地利用集積計画の決定について」。 

 事務局より説明をお願いします。 

事 務 局    ： 令和２年議案第２３号「農用地利用集積計画の決定について」。 

 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に基づき、農用地利用集積計画を定

めることについて、別紙のとおり決定する。 

 今回、ご審議いただくものは、利用権のうち令和２年４月１日から貸借期間

が開始されるものと、農地中間管理機構への貸出しのため令和２年５月１日か

ら貸借期間が開始されるものです。 

 まず、４月１日から貸借期間が開始されるものについて、別紙資料１３ペー

ジをご覧ください。議案第２３号資料と書かれた資料になります。 

 本来は一筆一筆につきましてご審議いただくところですが、数が多いため集

計をお伝えして報告に代えさせていただきます。 

 一番左の欄の貸借の始まりがいずれも４月１日となっております。その隣の
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貸借の終わりがそれぞれ異なっております。一番右のメモ欄に種別が書かれて

おりまして、所有者が農協に貸し、農協が耕作者に貸す転貸と、所有者が耕作

者に直接貸す相貸とがございます。また、相貸のうち、農家ではない方に貸す

解除条件付の貸借がございます。 

 これらの集計１０９筆、１１万９,０４６平方メートルの利用権を設定いたし

ます。 

 続いて、農地中間管理機構への貸出しについてです。 

 これは所有者が中間管理機構に貸し、中間管理機構が耕作者に貸す中間管理

事業でございます。 

 資料１６ページ、議案第２３号資料の一番下をご覧ください。 

 今回、３筆、３,４９３平方メートルの利用権を設定します。 

 以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 ここで委員の皆さんのご質問並びにご意見を伺います。 

 いかがでしょうか。 

 

（会場声なし） 

 

会  長： それでは、特にご意見等もないようですので、採決をいたします。 

 議案第２３号で上程されました１１２件について、賛成の委員は挙手をお願

いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

会  長： ありがとうございました。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第２３号は承認決定されました。 

 令和２年議案第２４号「農地中間管理事業の『農地利用配分計画案』につい

て」。 

 農政課より説明をお願いします。 

事 務 局    ： 令和２年議案第２４号「農地中間管理事業の『農用地利用配分計画案』につ
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いて」。 

 農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項により、下記計画につ

いて農業委員会の意見を求めます。 

 別紙１７ページ、議案第２４号資料をご覧ください。 

 議案第２３号でご審議いただいた農用地利用集積計画のうち、農地中間管理

機構を通じて耕作者に貸し出されるものの内訳となります。 

 貸借期間、筆数、面積は議案第２３号資料と同じです。耕作者はその下の表

のとおりです。 

 この農用地利用配分計画案を農地中間管理機構に提出すると、機構はそれを

基に農用地利用計画を定め県に提出、県が認可、公告といった手順になります。 

 以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 ここで、委員の皆さんのご質問並びにご意見を伺います。 

 いかがでしょうか。 

 

（会場声なし） 

 

会  長： 特にご意見等もないようですので、採決をいたします。 

 議案第２４号で上程されました３件について、賛成の委員は挙手をお願いい

たします。 

 

（賛成者挙手） 

 

会  長： ありがとうございました。挙手多数と認めます。 

 よって、議案第２４号は承認決定されました。 

 それでは、報告案件について、事務局より説明をお願いいたします。 

事 務 局    ： 議案２３ページ及び別紙資料の１８ページ、１９ページをご覧ください。 

 報告、耕作放棄地の農地、非農地の判断について。 

 別紙のとおり現況確認を行った結果、農地法第２条第１項に規定する農地に

該当しないと判断しましたことを報告いたします。 
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 議案２４ページをご覧ください。 

 報告、農地法第１８条第６項の規定による通知書受理について。 

 ２４ページの５１番、生駒町の案件から２７ページをご覧ください。６３番、

堤町までの１３件について、いずれも賃借権の合意解約につき、既に事務局で

受理していることを報告いたします。 

 議案２８ページをご覧ください。 

 報告、農地法第４条第１項ただし書きにおける適用除外の確認について。 

 ２番、保見町の件と、３番、中立町の農業用倉庫の案件について、適用除外

案件として、既に事務局で受理していることを報告いたします。 

 議案２９ページをご覧ください。 

 報告、農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出書受理について。 

 ６番、西中山町の自己用住宅の案件から、９番、上野町の共同住宅の４件に

ついて、市街化区域内農地の転用につき、既に事務局で受理していることを報

告いたします。 

 議案３０ページをご覧ください。 

 報告、農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出書受理について。 

 ２８番、八草町の分譲宅地の案件から、３６ページをご覧ください、５５番、

下市場町の駐車場までの２８件について、市街化区域内農地の転用につき、既

に事務局で受理していることを報告いたします。 

 以上です。 

会  長： ありがとうございました。 

 これで、本日の全議案の審議を終了いたしました。 

 長時間にわたり、慎重審議を誠にありがとうございました。 

 

（閉会 午後２時４８分） 

 

議事録署名者 

 

 

                 印                   印 


