
会  議  録 

会議名  第１回みよし市都市計画審議会  （平成 22年度 1回目） 

日  時  平成 22年 4月 20日（火） 午前 10：00～午前 11：30 

場  所  西館 2階 政策審議会室 

出席者 

（敬称略） 

三宅 章介、曾田 忠宏、山本 未来、久野 泰弘、榊原 光隆（代理：齋藤 和樹）、 

青木 隆典（代理：篠塚 勇）、鈴木 昭弘、鳥居 鐐一、新谷 千晶、小川 久代 

 

（事務局） 

岡田経済建設部長、水野経済建設部副参事、深田経済建設部次長、 

都市計画課：細野課長、宇野主幹、杉山係長、橋本主査、芳村主事 

次第 

１ 委嘱状交付 

２ 市長あいさつ 

３ 審議事項 

(1)豊田都市計画生産緑地地区の変更について 

４ 報告事項等 

(1)景観行政団体について 

(2)都市計画の概要について 

(3)今後のスケジュールについて 

(4)その他 

 

会   議    録 

委員名 質  問  ・  意  見 

事務局 

（次長） 

みよし市都市計画審議会条例第５条により、会長及び副会長を１名ずつ置くこととさ

れていますので、この２名をお決めいただきたいと存じます。 

なお、会長につきましては、学識経験者の方の中から選挙で選出することになってお

りますが、指名、推薦の方法を用いることもできますので、いかがいたしましょうか。 

鳥居 推薦でどうですか。 

委員 異議なし 

事務局 

（次長） 

それでは、推薦でお願いします。どなたか推薦はありますか。 

鳥居 私はみよしの北で生まれ育ち７０年経過し、今年の１月４日から市に移行しました

が、子どもや孫たちのために、この審議会を通じて、皆さんと一緒にみよしのすばらし

いレイアウトづくりに参加していきたいと思います。 

私は会長には従来から審議会の会長をしていただいている三宅先生を推薦します。三

宅先生は大学の教授としてももちろんご活躍ですけども、このみよし市のことについて

も十二分に把握しておられますので、三宅先生を推薦いたします。 



事務局 

（次長） 

鳥居委員より三宅委員を推薦するご発言がございました。委員の皆さまご異議はござ

いませんでしょうか。 

委員 異議なし 

事務局 

（次長） 

ありがとうございます。異議なしということなので、三宅委員を会長としてお願いを

したいと思います。三宅会長には会長席へご移動をお願いします。 

それでは、三宅会長より就任のごあいさつと副会長の指名をお願いいたします。 

三宅 みなさん、おはようございます。 

私は委員に就任しまして約１０年になると思いますが、みよしも随分変わってきた

と思います。今年の１月４日に市に移行しまして、都市計画審議会におきましても、住

みよいまちづくりを推進していかないといけませんので、ご自由な意見を頂戴いたしま

して、来てよかった、住んでよかったと言われるまちにしていければ、このうえないと

思います。今後もどうぞよろしくお願いいたします。 

副会長には都市計画の専門家である曾田委員にお願いしたいと思います。 

事務局 

（次長） 

それでは、今回の都市計画審議会は、市長より都市計画審議会に対して付議する案件

がございますので市長より付議させていただきます。 

市長 ― 付 議 ― 

付議事項（みよし市決定） 

第 1号 豊田都市計画生産緑地地区の変更について 

事務局 

（次長） 

市長につきましては、他に公務がございますので、ここで一度退席させていただきま

す。 

それでは議事の審議に移りたいと思いますが、審議会条例第５条第 4 項の規定によ

り、会長が審議会の進行をすることになっておりますので、三宅会長よろしくお願いい

たします。 

三宅 それでは、先ほど市長より付議されました「豊田都市計画生産緑地地区の変更」の議

案について、委員の皆さまで十分審議をしていきたいと思います。 

審議事項 (1)豊田都市計画生産緑地地区の変更について 

山本 市の指定を受けた場合には、税制上の優遇があるということですか。 

事務局 

（主幹） 

はい、そうです。 

鳥居 緑地にした場合、例えば何を植えたらいいか等の規制はありますか。 

事務局 

（主幹） 

植えるものの規制はありませんが、農地として管理する必要がありますので、例えば

柿であっても樹木であっても下草刈りをしたり、肥培をしたりしていないと農地として

はみることはできません。 

鳥居 緑地にするわけですから、ある程度緑地にしておかないといけない。 

事務局 

（主幹） 

そうですね。いくら市街化区域にある農地であっても荒れた状態では緑地としての機

能が欠けるので、管理していただくことになります。 

三宅 現在植えられている果樹が枯れて取り除いた後に、植木販売用の松等を植えた場合は

どうなりますか。 



事務局 

（主幹） 

植木を作るために肥培管理をしていて、ある程度育った物を出荷するのであれば、

農地としてみることができます。ただ、一時的に盆栽のようなものを置くだけであれば、

農地としてはみれません。 

三宅 案件の農地面積の単位は、計画書ではヘクタールを使用し、構成筆一覧表では平方メ

ートルを使用していますが、これでいいのですか。 

事務局 

（係長） 

はい。愛知県都市計画課が作成している「生産緑地法の運用の手引き」を基に計画

書等を作成しているので問題ありません。 

三宅 四捨五入の仕方はどうですか。 

事務局 

（係長） 

ヘクタールと平方メートルとも小数点第３位四捨五入となっています。 

久野 今回、生産緑地はみよし市では第１号で、今まで生産緑地に対して協議をしてきてい

ると思いますが、今後生産緑地面積等の状況はどのような見通しですか。今後生産緑地

をしたいという希望が、どれくらい見込まれますか。 

事務局 

（主幹） 

なかなか難しいご質問ではありますが、来年度以降も継続して生産緑地地区指定の申

出を受け付ける準備はしていきたいと思います。前年度ご相談を受けながら、感触的に

３名程生産緑地地区に関心のある方がみえました。その方のトータルの面積は１ヘクタ

ール弱です。多くても来年度以降はその程度かと予想しております。 

久野 生産緑地というのは、毎年受け付けていくことになるのか、法的な期限はありますか。 

事務局 

（主幹） 

法的な期限はありません。都市計画法の中には都市計画に関する必要性が満たされる

までとあります。その解釈は三好上や三好下の既成市街地の街区公園や緑地が不足して

おり、事務局の考え方としまして、既成市街地に関して生産緑地地区の指定をしていく

ことが都市計画上の必要性を満たすという解釈と考えています。 

三宅 ３というのは団地数ですか。 

事務局 

（主幹） 

団地数ではなくて、農家の方が３名ということです。 

山本 指定後、農地が適正に管理されているかをどのようにチェックするつもりですか。 

事務局 

（主幹） 

生産緑地法の中に生産緑地地区に指定した所には看板を設置しなければいけません。

看板にはここは生産緑地地区に指定した地区であって、農地としての管理に疑問がある

方は市へお問い合わせくださいという記載がしてあります。 

また、年に数回は都市計画課の職員と農業委員会の職員が現地を確認します。 

その他、農業従事者は年１回、農地の管理状況を市へ報告する義務があります。 

三宅 看板はほぼ決まっているのですか。 

事務局 

（主幹） 

三好丘の緑道沿いということで、ある程度景観に配慮したものとして、中国産の石

で 1ｍ70ｃｍくらいの標柱を立てる予定です。看板はどういうものにするかという規定

は法律にはありません。 

事務局 

（部長） 

法律上は表示しなさいですので、普通の看板でもいいですが、三好丘の緑道ですの

で、普通の看板では景観的にどうかということで石の標柱にしています。 



鳥居 あってはいけないことですが、その農地の中にテレビや冷蔵庫など、ゴミを捨てた

り、投げ込んだりされる可能性があります。 

指定要件⑦にもあるように、公害に対しても十分に管理してもらって、住んでいる

方への悪臭や小さい子供がそこに入ってケガをしたということもないように、市街化区

域の中ですので管理は徹底していかなくてはいけない。問題が起きて後で責任は地主か

行政かをはっきりするよう明文化してほしい。 

三宅 肥料がものすごく臭うなどの部分の規定はありますか。 

事務局 

（主幹） 

住環境を阻害するような臭いは基本的にまずいですが、一般に市販されているような

肥料であれば、その臭いもあまりしません。ただ尺度を決めるのはなかなか難しいと思

います。 

齋藤 指定要件を欠く場合はどのようになるのですか。 

事務局 

（主幹） 

農地として管理されていることが大前提ですが、その管理の状況について現地調査を

して管理されていない状況であれば、地主に対して管理するように要請していきます。 

ただ、農地が管理されていないので、生産緑地の指定が解除されるかというと、解除

はされません。生産緑地地区の指定が解除されるのは、指定後３０年を経過したときに

買取り申出ができる、もしくは、３０年は経過していないが農業従事者が病気になられ

たり、亡くなったりした段階で生産緑地の買取りの申出ができます。 

鳥居 生産緑地に指定した後、高齢で亡くなったり、また相続が発生してその地主が県外に

いる場合も有り得ます。そうしたときに草刈りがされていなかったり、ゴミが捨ててあ

るときなどもはっきりと決まりをしておかないと、相続があるといろいろなことが問題

になります。しっかりと決まりを作っておかないと後で周辺の方に迷惑にかかり、せっ

かくみよし市はいい所だと思って土地を買ってきて住み、隣に抗議しようと思っても相

続で県外に行ってしまっているようでは困ります。 

新谷 ここでいったん生産緑地の指定がされると、そこの土地の管理問題で取り消しをする

ことはなく、指定されたら３０年間はそのままいくということですか。 

どう管理しているかという管理基準は現在どうなっていますか。一旦指定したらその

まま継続されるというのであれば、管理基準が必要であると思います。 

事務局 

（主幹） 

１点目ですが、一度生産緑地に指定したものは解除できません。解除できるのは３０

年過ぎた場合に買取り申出ができる、もしくは３０年の間で農業従事者が亡くなった

り、故障して農業ができない状態になって、買取りの申出によって解除になります。仮

に亡くなったとしても、市に対して買取り申出がなければそのまま生産緑地の決定は継

続します。 

２点目ですが、管理の基準はなかなか難しいです。先程申し上げたようにどこまでの

尺度でその農地が管理されているという基準を作るのは難しいものですから、農業委員

会の職員と一緒に現地で確認して判断するしかないと考えています。 

久野 最終的には買取りですが、３０年経たないうちに買取りをするという法的な根拠、例

えば亡くなったときや実際に農業をしていなくて管理ができないなど法的な基準はど

の程度までありますか。 



事務局 

（主幹） 

生産緑地法第１０条に「生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が死亡し、若しく

は農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものを

有するに至つたときは、市町村長に対し、国土交通省令で定める様式の書面をもつて、

当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。」と規定されています。 

農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として、次に掲げる障害により農林

漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したものとあり、両眼の

失明、精神の著しい障害、神経系統の機能の著しい障害、胸腹部臓器の機能の著しい障

害などがありますが、これを判断するのは医師の診断書ということになります。 

鈴木 生産緑地について一旦指定するとなかなか解除できないとあり、固定資産税は農地並

みで課税されるが、極端な話、荒らしておいても税金は安いということになりかねない。 

指定を受ければ木を植えておくだけで、税金は安いが土地はもっていられるという状

況になるのではないか。 

指定要件を満たすのはなかなか大変だと思いますが、こういう心配はないですかね。 

事務局 

（主幹） 

市街化区域の中であっても本当に農作業をやりたい方のための制度だということを

考えますと、愛知県内の他の市町村と比較しても厳しい条件となっています。この要件

は長野市の要件を参考にしている点が多いです。 

指定をしてしまえば、固定資産税は農地課税になります。ただ、農地として管理して

いないということが法律上の罰則にあたれば一番いいですが、農業の自由になり、憲法

で職業の自由は保障されるべきものであります。従いまして、私共が何回も現場に行っ

てきちんと農地として管理されているかを確認するしか手立てが無いというのが実情

です。 

鈴木 この指定要件は結構厳しいので、３人の方から相談があっただけで、先程市長の話で

は約 87,000 ㎡の指定可能な農地があるということだと思いますが、これに該当しない

からあきらめているということですかね。 

事務局 

（主幹） 

該当しても迷っている方がみえます。アパート経営や市民農園などを考えている方も

みえます。 

鳥居 市街化区域は何のために市街化区域にするかということですが、例えば農地にしたか

ったらそういう規定があるわけですから、その中で農業をやりたいという方の制度です

よね。たくさん土地を持ち、税金がたくさんかかるからこれを生産緑地にするという制

度になっている。たくさんの税金を投入して、市街化区域にしましたが、それを農地に

しておくということ自体、たくさん土地を持っている方の対策ですよね。市街化区域と

いうのは、土地の無い方がそこに土地を買って住むということですから、この制度はど

うかと思いますが、周辺に住んでいる方に迷惑をかけたりしますと、住んでいる方が中

心となって運動を起こすこともありえます。公園をたくさん作るのはいいと思います

が、農地で残すということは一つの決まりかもしれませんが行政でしっかりよく調べた

うえで指定をしてほしい。３０年間は宅地の中でありながら、固定資産税は農地並みで

すので、議論すべき問題だと思います。すぐ隣の宅地の方はたくさん税金を払いますの

で、そのへんは申請された方にはしっかりと指導してほしいと思います。 



三宅 生産緑地は個人の土地ではなくて、半ば公共の土地であると思います。認めるうえで

はしっかり管理をしていただき、もし状況を損なうようなことがあったら、何回も訪問

して指導をして頂きたい。認可されたら、規制の条件等はきちんと調整して頂けるので

すよね。 

事務局 

（主幹） 

申出のありました時に既に窓口では規制等は説明させて頂いております。それをご存

じのうえで、申出書を出されています。 

三宅 それでは、本日市長より付議されました議案につきまして、審議を決したいと存じ

ます。 

議案「豊田都市計画生産緑地地区の変更」について異議、問題なしとして賛成いた

だける場合、挙手をお願いいたします。 

 【全員挙手】 

三宅 全員賛成ですね。それでは付議事項「豊田都市計画生産緑地地区の変更」について賛

成多数ということで可決したいと思います。 

三宅 

→市長 

― 答 申 ― 

付議事項（みよし市決定） 

第 1 号 豊田都市計画生産緑地地区の変更について 

報告事項（１）景観行政団体について 

報告事項（２）『都市計画の概要』について 

曾田 質問ではないですが、最近の「みよし都市計画図」を委員の皆様に差し上げたらどう

かと思います。この都市計画図が一番わかりやすいと思います。 

報告事項（３）『当審議会の今後のスケジュール』について 

事務局 

（次長） 

次回の審議会は、都市計画区域再編における意見聴取として７月ごろを予定していま

すのでよろしくお願いいたします。 

 


