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第１２回総会 議事録 
 

 

開催日時   令和３年６月３０日(水曜日)  午後１時３２分 

 

 

開催場所   小松島市役所 ４階大会議室 

 

 

(農業委員) 

1番 一柳 泰徳   2番 竹内 信行   3番 錦野 伸策      4番  谷崎  徹 

5番 金西  章   6番 栗本 謙二   7番 廣田 由美        8番  豊田 泉朱  

9番  谷崎  賢二     10番 矢野 伸二   11番  江﨑 惠子       12番   増井 道宏 

14番 川瀨 益栄   15番  舩越 康博     16番  關    藤子     17番   森  博之      

18番  高井 トミヱ   19番  青木 正廣    

 

（農業委員の欠席者） 

13番  服部 雅基    

 

（農地利用最適化推進委員の出席） 

 1区 庄野 博美   2区 柳川 昌弘   3区 島田 正明     3区  松下   傳 

4区 石原 美史    5区 宮田 芳和   5区 辻󠄀  義徳      6区  庄野 敏彦 

6区  橋本 春男      7区 小松  晃    7区 徳山   守        8区 内多 泰美  

9区  岡﨑 勢一     9区 吉積  幸二     10区  宮城   仁      10区 里村 雅博    

 

  (出席者) 

  局 長 前田 秀和  次 長 杉本 弘恵  主任 安部 裕介 

 

議 案 

 議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請審議について 

 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請審議について 

 議案第３号 農用地利用集積計画案審議について 

    

議案外     

 報告第１号 買受適格証明後の農地法第３条第１項の規定による許可申請にかかる許可決定について 

 報告第２号 農地法第３条第１項の規定による許可の取消届について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

報告第５号 利用権設定にかかる権利の合意解約による消滅について 

  

その他  

 令和３年度前期分 農業振興地域整備計画の変更について 

小松島市農地移動適正化あっせん基準細則の一部改正案について 

農地等利用最適化の推進施策等に関する意見書案について 
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開会開始時間   午後１時３２分  

 

議長（青木会長） 

それでは、小松島市農業委員会第１２回総会を開催いたします。  

議事に入る前に、議事録署名者に、３番 錦野 委員 と １５番 舩越 委員をご指名いたします。 

よろしくお願いいたします。 

なお、１３番 服部 委員より欠席の届出がありました。 

 在任委員の過半数が出席しておりますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、会

議が成立したことをご報告いたします。 

議長（青木会長） 

それでは、議案第１号 「農地法第３条第１項の規定による許可申請審議について」、事務局より説明を

お願いいたします。 

事務局（次長） 

 議案書の２ページをお開きください。 

  議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請審議について」 

申請件数は、４ 件、 ５ 筆です。 

 

議長 

事務局は、整理番号１番の審議内容を説明してください。 

事務局（次長） 

 申請にかかる審議内容についてご説明いたします。 

 整理番号１番は、あっせんによる所有権移転の申請です。 

申請地は、田 1 筆、面積 １，６３８㎡です。 

 

この案件につきましては、３月の総会で 小松 委員と 徳山 委員に斡旋委員となっていただきまして

お願いをしていた案件で、担当推進委員さんが隣地を所有する譲渡人に売買を打診した結果、金額面等で

譲受人と折り合いがつき、農業を営んでいる譲受人に譲る話がまとまったため、このたび農地法第３条許

可申請が提出されました。 

 

譲受人は、取得後、所有する農地すべてを耕作すること、機械・労働力・技術・通作距離などをみても 

問題がないこと、周辺の農地に影響もなく、農業委員会が定める別段の面積も超えていることから、 

農地法第３条第２項各号には該当しておらず、許可要件をすべて満たしていると考えます。 

担当の服部委員は本日欠席ということを聞いておりますが、委員さんからは、この件について特に問題は

ないということで伺っております。 

以上です。 

 

議長 

 ありがとうございます。 

それでは、整理番号１番の審議に入ります。何か質疑はございませんか。 
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（※「なし」の声あり） 

 

議長 

ありがとうございます。 

質疑がないようですので、整理番号１番については、原案どおり可決と認めます。 

引き続き、事務局は、整理番号２番の審議内容を説明してください。 

 

事務局（次長） 

 申請にかかる審議内容についてご説明いたします。 

 整理番号２番は、労力不足による所有権移転の申請です。 

申請地は、田 １ 筆、面積 １４７㎡です。 

 

この申請地については、先ほどの整理番号１番の申請地の隣接地であり、整理番号１番と登記上は分かれ

ており、所有者も違いますが、現況は２筆で１枚の田んぼとなっております。 

先ほどの整理番号１番のあっせんの件で交渉時に、購入してほしいと所有者から頼まれて、農業を営んで

いる譲受人に譲る話がまとまったということで、このたび農地法第３条許可申請が提出されました。 

 

譲受人は、取得後、所有する農地すべてを耕作すること、機械・労働力・技術・通作距離などをみても 

問題がないこと、周辺の農地に影響もなく、農業委員会が定める別段の面積も超えていることから、 

農地法第３条第２項各号には該当しておらず、許可要件をすべて満たしていると考えます。 

 

担当の服部委員は本日欠席ということを聞いておりますが、委員さんからは、この件について特に問題は

ないということで伺っております。 

以上です。 

 

議長 

 ありがとうございます。 

それでは、整理番号２番の審議に入ります。何か質疑はございませんか。 

 

（※「なし」の声あり） 

 

議長 

ありがとうございます。 

質疑がないようですので、整理番号２番については、原案どおり可決と認めます。 

整理番号３番の審議に移りますが、整理番号３番は川瀨委員に関連する議案でありますので、審議の結果

が出るまで退室をお願いしたいと思います。 

 

※ 退室（事務局誘導） 

 

議長 

それでは引き続き、事務局は、整理番号３番の審議内容を説明してください。 
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事務局（次長） 

 申請にかかる審議内容についてご説明いたします。 

 整理番号３番は、相手方の要望による所有権移転の申請です。 

申請地は、田 １ 筆、面積 ４７２㎡です。 

 

譲渡人の所有する隣の農地を所有している譲受人は、この申請地を取得すれば広く長方形となり、耕作も

しやすくなると考え、譲渡人に売買を打診したところ、了承を得て、農地所有適格法人である譲受人に農

地を譲る話がまとまったため、このたび農地法第３条許可申請が提出されました。 

 

譲受人は、取得後、所有する農地すべてを耕作すること、機械・労働力・技術・通作距離などをみても 

問題がないこと、周辺の農地に影響もなく、農業委員会が定める別段の面積も超えていることから、 

農地法第３条第２項各号には該当しておらず、許可要件をすべて満たしていると考えます。 

以上です。 

 

議長 

担当の 舩越 委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 

１５番 舩越委員 

坂野の舩越です。 

譲渡人と譲受人の農地は隣接しており、事務局が言ったように、何ら問題はないと思いますので、ご審議

のほどをよろしくお願いいたします。 

議長 

 ありがとうございます。 

それでは、整理番号３番の審議に入ります。何か質疑はございませんか。 

 

（※「なし」の声あり） 

 

議長 

ありがとうございます。 

質疑がないようですので、整理番号３番については、原案どおり可決と認めます。 

ただいま原案どおり可決いたしましたので、川瀨委員に入室していただきたいと思います。 

 

※ 入室（事務局誘導） 

 

議長 

川瀨委員にお伝えいたします。 

整理番号３番については、原案どおり可決いたしましたので、よろしくお願いいたします。 

引き続き、事務局は、整理番号４番、整理番号５番の審議内容を説明してください。 

 

事務局（次長） 

 申請にかかる審議内容についてご説明いたします。 
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 整理番号 ４番、５番は、共有物分割の和解 による所有権移転の申請です。 

申請地は、田 ２ 筆、面積はそれぞれ１，２５０㎡、３６９㎡です。 

 

５月２７日に、譲渡人、譲受人双方において当事者間で和解が成立し、この和解の成立により、和解調書

に、「被告は原告に対し、令和３年５月３０日限り、本件各土地の共有持ち分（３６０分の１２）につい

て、小松島市農業委員会に対し、共有物分割を原因とする農地法第３条の規定による許可申請手続をする。」

と、条件として農地法第３条許可の申請が記載されているため、このたび、本申請が提出されました。 

 

譲受人は、取得後、所有する農地すべてを耕作すること、機械・労働力・技術・通作距離などをみても 

問題がないこと、周辺の農地に影響もなく、農業委員会が定める別段の面積も超えていることから、 

農地法第３条第２項各号には該当しておらず、許可要件をすべて満たしていると考えます。 

 

なお、申請地については、令和２年６月２９日開催の第３６回総会において、所有権移転を事由とする農

地法第３条許可申請が提出され、可決されておりました。 

 

今回申請の譲渡人以外の１５名については、すでに所有権移転が完了しておりますが、譲渡人の持ち分に

ついてのみ、和解の成立を事由とした再申請となったことから、このあと議案外の報告第２号で詳細につ

いてはご報告させていただきますが、譲渡人の持ち分について許可の取消届が提出され、事務局長の専決

処分により、受理されていることを申し添えます。 

以上です。 

 

議長 

この件に関しては、私が担当でありますので、説明させていただきます。 

この２件に関しては、譲渡人と譲受人双方で和解が成立しておりますので、３条許可申請は、何ら問題は

ないと思っておりますので、よろしくお願いします。 

以上です。 

議長 

 それでは、整理番号４番、５番の審議に入ります。何か質疑はございませんか。 

 

（※「なし」の声あり） 

 

議長 

ありがとうございます。 

質疑がないようですので、整理番号４番、整理番号５番については、原案どおり可決と認めます。 

以上で、議案第１号を終了いたします。 

引き続き、議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請審議について」、事務局より、説明をお願い

いたします。 

 

事務局（局長） 

議案書の ３ ページをご覧ください。 

議案第２号 「農地法第５条の規定による許可申請審議について」 

申請件数は２件、４筆です。 
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議長 

 事務局は、整理番号１番から３番の申請内容を説明してください。 

事務局（局長） 

 整理番号１番から３番の申請内容についてご説明いたします。 

転用目的は、露天駐車場でございます。この案件につきましては、令和２年１０月２９日開催の第４回総

会において、農地法第５条許可申請の一時転用申請が提出されており、許可されていた案件でございます。 

この一時転用許可については、農地復元報告書（一時転用完了報告書）が提出されまして、一時転用が完

了していることを現地確認しております。 

 

賃借人は、現在、〇〇町において業務を営んでおります。このたび主たる事務所の老朽化に伴い、事務所

を移転いたしましたが、この新しい事務所に必要な駐車場が不足しておりますので、整理番号１番から３

番の所有者である賃貸人にお願いいたしましたところ、賃貸借の同意が得られたとのことから、このたび

５条許可申請が提出されました。 

 

申請地は、市街化調整区域内にある農業振興地域内の農地ですが、本年５月１４日に農振除外済みです。 

農地区分ですが、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地で２種農地と判断されま

す。 

 

転用を行うために必要な資力については、〇〇〇の残高証明書が添付されており、申請に係る用途に遅滞

なく供することの確実性、事業の施行に関して行政庁の許可・認可等の処分の見込み、計画面積の妥当性

については、適正であると判断されます。 

 

また、一時転用申請時に令和２年１０月５日付けで〇〇〇土地改良区の意見書、雨水排水承諾書が添付さ

れており、これら承諾書をすでに交付済みであるとの、同改良区の確認書が添付されております。 

 

周辺の農地に係る営農条件への支障の有無についてですが、申請地の前面道路との高低差である約２０㎝

についてクラッシャーを敷布しますが、土砂の流出には細心の注意を払います。また、雨水等の排水につ

きましては、地下浸透させるため、隣接地等に被害はないものと思われます。 

なお、万が一被害が生じた場合には転用者が責任を持って解決するとのことでございます。 

 

 

以上のことから、整理番号１番から３番については、許可やむを得ないと考えます。 

以上です。 

 

議長 

 担当の 一柳 委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 

１番 一柳委員  

先ほどご説明がありましたとおりです。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長 

 ありがとうございます。 

 それでは、整理番号１番から３番の審議に入ります。何か質疑はございませんか。 

 

 （※「なし」の声あり） 
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議長 

ありがとうございます。 

質疑がないようですので、整理番号１番から３番については、原案どおり可決相当と認めます。 

引き続き、事務局は整理番号４番の審議内容を説明してください。 

事務局（局長） 

 整理番号４番の申請内容についてご説明いたします。 

 転用目的は、専用住宅でございます。 

 

使用借人は、現在、市内にて賃貸アパートに居住しておりますが、家族が増え手狭となったため、かねて

より持ち家を建築したいと希望しておりました。申請地の１キロ圏内には、学校やスーパー等の商業施設

もあり、また、国道５５号まで５００メートルと交通の便もよいことから、新たに土地を購入するよりは

使用貸人である父親が所有する申請地が、分家の土地として適当であり、使用貸人からも同意を得られた

とのことから、このたび５条許可申請が提出されました。 

 

申請地は、市街化調整区域の農用地区域内にある農地ですが、本年５月１４日に農振除外済みです。 

農地区分ですが、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地で２種農地と判断されま

す。 

 

転用を行うために必要な資力については、〇〇銀行〇〇〇支店の融資証明書が添付されており、申請に係 

る用途に遅滞なく供することの確実性、事業の施行に関して行政庁の許可・認可等の処分の見込み、計画 

面積の妥当性については、適正であると判断されます。 

 

また、〇〇〇土地改良区の意見書、専用住宅建築に伴う排水処理に対する承諾書と、〇〇町協議会の雨水、

汚水、雑排水を排水することに同意する旨の同意書が添付されております。 

 

周辺の農地に係る営農条件への支障の有無についてですが、既存コンクリート壁と新設するコンクリート

擁壁の施工により土砂の流出等はありません。雑排水、汚水については浄化槽を介して隣接する水路に放

流します。なお万が一、問題が生じた場合は、転用者が責任を持って対処するとのことでございます。 

 

以上のことから、整理番号４番は許可やむを得ないと考えます。 

以上です。 

 

議長 

 担当の 廣田 委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 

７番 廣田委員 

担当の廣田です。現地確認をしましたが、特に問題はないと思われますので、審議のほどよろしくお願い

します。 

議長 

 ありがとうございます。 

 それでは、整理番号４番の審議に入ります。何か質疑はございませんか。 

 

 （※「なし」の声あり） 
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議長 

ありがとうございます。 

質疑がないようですので、整理番号４番については、原案どおり可決相当と認めます。 

以上で議案第２号を可決いたします。 

引き続き、議案第３号「農用地利用集積計画案審議について」、事務局より説明をお願いいたします。 

事務局（局長） 

議案書の ４ ページをご覧ください。 

議案第３号 「農用地利用集積計画案審議について」 

申請総数は、１４ 件、３５ 筆です。 

 

農用地利用集積計画案審議は、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、市長より農業委員

会に対して、農用地利用集積計画案の適否について判断を依頼されたものです。 

 

 審議内容について、ご説明いたします。 

 今回利用権設定の申し出のあった農地については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定める各要 

件を満たしていると考えます。 

要件とは、農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するものであること、利用権の設定を受けた後に

おいて、耕作等に供すべき農用地のすべてについて効率的に利用して、耕作等の事業を行うと認められる

こと、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること、対象農地の関係権利者の同意が得

られていることなどでございます。 

 

５ページからの総括表に契約内容の詳細を記載してありますので、ご確認ください。 

なお、所有権移転（総括表）につきましては、９ページに掲載されておりますので、あわせて確認をお願

いいたします。 

以上です。 

 

議長 

 ただいま、事務局より申請内容についての説明がありました。 

それでは、議案第３号の審議に入ります。何か質疑はございませんか。 

                                                                                                                

（※「なし」の声あり） 

 

議長 

ありがとうございます。 

質疑がないようですので、議案第３号については、可決と認めます。 

以上で、議案についての審議を終了いたします。 

それでは引き続き、議案外に移ります。 

報告第１号 買受適格証明後の農地法第３条第１項の規定による許可申請にかかる許可決定について 

報告第２号 農地法第３条第１項の規定による許可の取消届について 

報告第３号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

報告第４号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

報告第５号 利用権設定にかかる権利の合意解約による消滅について 

 

議案外について事務局より報告をお願いします。 
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事務局（次長） 

議案書の １０ ページをお開きください。 

報告第１号『買受適格証明後の農地法第３条第１項の規定による許可申請にかかる許可決定について』 

届出件数１件、２筆です。 

 

整理番号１番、整理番号２番につきましては、令和３年４月２８日開催の第１０回総会の議案第３号にて、

競売に係る買受適格証明の交付の審議に併せて、落札後、特に状況に変わりがなければ、改めて総会で議

決することなく、３条が許可されるということをご承認いたただいております。 

 

添付書類を含め審査した結果、すべて完備しており、買受適格証明の交付時の状況と変更がないことを確

認しましたので、３条を許可したことをご報告いたします。 

 

事務局（次長） 

議案書の１１ページをお開きください。 

報告第２号『農地法第３条第１項の規定による許可の取消届について』 

届出件数１件、２筆です。 

  

整理番号１番、整理番号２番につきましては、令和２年６月２９日開催の第３６回総会において、所有権

移転を事由として農地法第３条第１項の規定により許可されていた案件の取消です。 

 

令和３年６月９日付けで農地法第３条第１項の規定による許可の取下願が提出されました。 

 

この提出は、裁判の結果、和解が成立したことによるもので、先ほどご説明いたしました議案第１号の整

理番号４番、５番の関連の案件となります。 

今回申請の譲渡人以外の１５名については、すでに所有権移転が完了していることから、裁判の結果を受 

け、譲渡人の持ち分についてのみ取消することが妥当であると判断。このたび令和３年６月９日付け取消 

届を受理し、６月１４日付第１号で取消に係る確認書を通知いたしました。 

  

なお、和解の成立を事由とした農地法第３条第１項の規定による許可申請書があわせて提出されており、

先ほどの議案第１号の審議により可決とされておりますことを申し添えます。 

 

事務局（次長） 

議案書の１２ページをお開きください。 

報告第３号『農地法第４条第１項第８号の規定による届出について』 

届出件数１件、１筆です。 

 

整理番号１番は田１筆の面積３３㎡で、庭としての届出となります。 

既に現況が庭の一部として利用されていることから、始末書が提出されております。 

現地確認をはじめ、添付書類を含め審査した結果、すべて完備しておりましたので、事務局長の専決処分

により届出を受理しました。 
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事務局（次長） 

議案書の１３ページをお開きください。 

報告第４号『農地法第５条第１項第７号の規定による届出について』 

届出件数３件、４筆です。 

 

整理番号１番は畑１筆の面積１９５㎡で、資材置場、事務所、駐車場として、売買での５条届出となりま

す。なお、現況がすでに造成されていることから、始末書が添付されております。 

現地確認をはじめ、添付書類を含め審査した結果、すべて完備しておりましたので、事務局長の専決処分

により届出を受理しました。 

 

次に、整理番号２番、３番につきましては、田２筆の面積それぞれ５９４㎡、９６２㎡、また、整理番号

４番につきましては、田１筆の面積２，２０５㎡で、あわせて３，７６１㎡の宅地分譲（専用住宅）とし

ての売買での５条届出となります。 

現地確認をはじめ、添付書類を含め審査した結果、すべて完備しておりましたので、事務局長の専決処分

により届出を受理しました。 

 

事務局（次長） 

続きまして、議案書の １４ ページをお開きください。 

報告第５号『利用権設定にかかる権利の合意解約による消滅について』 

申請件数 １件、９筆です。 

各々、賃貸人と賃借人の協議のもと、合意解約に必要な書類、および利用権設定にかかる合意契約申出書 

に双方の署名・捺印がされ、提出されております。 

添付書類を含め審査した結果、すべて完備しておりましたので、事務局長の専決処分により届出を受理し 

ました。 

なお、 １５ ページに詳細を記載してありますので、ご確認ください。 

以上で議案外の報告を終わります。 

 

議長 

ただいま、事務局より議案外５件について報告がありました。 

何か質疑はございませんか。 

 

（※「なし」の声あり） 

 

議長 

質疑なし、と認めます。よって、議案外について終わります。 

引き続き、その他の案件の協議に移ります。 

「令和３年度前期分 農業振興地域整備計画の変更について」、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局（局長） 

令和３年度前期分小松島農業振興地域整備計画の変更、いわゆる農振除外ですが、これに係る意見、 

農地転用許可の見込み等について、小松島市農林水産課より農業委員会に意見照会がきております。 

今回の除外申請件数は、６件、１０筆です。 
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また、編入件数につきましては、１件、１筆です。 

 

事務局（局長） 

 農業振興地域整備計画については、優良農地の確保と計画的な農業振興を図るため、市が策定している計 

画でございます。 

 この農用地区域に指定された農地「いわゆる青地」については、農業の用途以外の目的に使用することが 

 制限されておりまして、農地以外に転用をして使用したい場合は、まず農用地区域からの除外「いわゆる 

 白地」とする必要がございます。 

 

 この手続きの流れの中で、市は農協や土地改良区、農業委員会等にそれぞれの意見を確認することとなっ 

ておりますので、今回のような意見照会による確認が行われまして、縦覧公告や異議申し立て、県との協 

議等の手続きへと進んでまいります。 

順調に手続きが進みますと６ヶ月程度で計画変更が承認され、そのあと農地転用の申請書等が提出される 

見込みでございます。 

 

 農業委員会では、除外申請地が農地転用申請を行うことを前提とした場合、「農地区分や変更目的、計画 

面積等が適切であること」、「農業上の効率的な利用、農地の集団や耕作に支障を及ぼすおそれがないこと」 

等を確認のうえ、農地転用の見込み等についての意見書を提出することとなります。 

  

委員各位におかれましては、農業上の効率的な利用、農地の集団や耕作に支障を及ぼすおそれがないか等、 

現地を直接ご確認いただきまして、担当委員としての意見のご提出をお願いいたします。 

 なお、提出期限は、７月１２日（月）までとさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。 

 

今回提出されている案件の担当委員は６名でございます。 

除外については、整理番号１番、整理番号５番は栗本委員（２件２筆）、 

整理番号２番は森委員（１件２筆）、整理番号３番は谷崎賢二委員（１件１筆）、 

整理番号４番は豊田委員（１件４筆）、整理番号６番は増井委員（１件１筆）、 

 

編入についての案件は、整理番号１番が舩越委員（１件１筆）でございます。 

以上の皆さんは、担当委員としての意見のご記入とご提出をよろしくお願いいたします。 

説明については、以上です。 

 

議長 

ただいま事務局から説明がありました。 

何か質疑はございませんか。 

 

(※「なし」の声あり) 

 

議長 

質疑なしと認めます。 

担当委員さん、よろしくお願いいたします。 

以上で、「令和３年度前期分 農業振興地域整備計画の変更について」を終わります。 

続きまして、「小松島市農地移動適正化あっせん基準細則の一部改正案について」事務局より説明をお願

いいたします。 
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事務局（次長） 

このたび中国四国農政局の方から、３月２９日付け２経営第３３９７号をもって、斡旋事業実施要領の運

用についての一部改正についてということで、県を通じて通知がありました。 

この斡旋事業実施要領の運用に基づきまして、小松島市農地移動適正化斡旋細則を作成しておりますので、

このたびは細則の一部改正ということになります。 

今回の改正につきましては、県に確認いたしましたところ、様式についての押印欄の廃止のみということ

でございました。 

 

このたび議案書とともに郵送させていただきました、小松島市農地移動適正化あっせん基準細則に沿って

少し簡単に説明させていただきます。 

なお、参考までに国から示されました新旧対照表の方も添付させていただきました。 

 

それでは基準細則（案）の別表第３の部分、３ページをお開けください。 

様式が１号から１３号までございますが、まず５ページの様式２号のあっせん申出書、これは申出者の氏

名の押印欄が廃止となります。続きまして６ページ 様式３号の所有権移転あっせん申出書、申出者の氏

名の部分が押印欄が廃止となります。 

 

続きまして、７ページ様式４号のあっせん申出書 申出者の氏名が押印欄廃止、８ページから１０ページ 

様式５号の選定調書 会長の押印欄が廃止となります。 

続いて１２ページ様式６号 農地移動適正化あっせん委員氏名通知書、会長の押印欄が廃止です。１３ペ

ージ 様式７号の農用地等売買（貸借交換）あっせん開始通知書、こちらも会長の押印欄が廃止となりま

す。 

 

次に、１４ページ様式８号 あっせん調書ですが、譲受等予定者氏名、あっせん委員氏名の押印欄が廃止

となります。１５ページ様式９号 あっせんてんまつ書、１６ページ様式１０号農用地等売買（貸借交換）

あっせん結果報告書は、あっせん委員氏名の押印欄がそれぞれ廃止、１７ページ様式１１号 農用地等売

買（貸借交換）あっせん終了通知書、会長の押印欄が廃止となります。次に、１９ページ様式１３号 農

地移動適正化あっせん事業計画および事業実績報告については、会長の押印欄がそれぞれ廃止となります。 

 

先日県の方から、国の通知が届きまして、昨年と同様に総会で諮りまして、承認後に県に認定をいただく

かどうかを確認いたしましたところ、このたびは押印廃止という書式の軽微な変更であることから、総会

で承認を得てから、そののち、このお示しさせていただいた様式で運用することでよいとの、県の農林水

産政策課の方より回答をいただいております。 

 

説明につきましては、以上です。 

 

議長 

ただいま事務局から説明がありました。 

何かご質疑はございませんか。 

 

(※「なし」の声あり) 

 

議長 

  質疑なしと認めます。 
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それでは、事務局から報告のありましたとおり運用することとさせていただくことになります。 

以上で、「小松島市農地移動適正化あっせん基準細則の一部改正案について」を終わります。 

続きまして、「農地等利用最適化の推進施策等に関する意見書案について」、事務局より説明をお願い 

いたします。 

 

事務局（局長） 

先月の総会でも連絡させていただきましたとおり、７月２９日（木）の総会終了後に、市長との意見交換

会を行うことで、予定をさせていただいております。 

新型コロナウイルス感染症対策として、意見交換会は最大１時間とさせていただく予定でございます。 

それでは、お配りしております次第（案）をご確認ください。 

本日（案）としてお配りしておりますが、「農地等利用最適化の推進施策等に関する意見書」として、農

業委員会全体の意見をとりまとめ、次第（案）の５番のところで市長に意見書を提出いたします。 

 

このたび、市長に提出する意見書に盛り込む課題については、６月２４日を締切といたしまして、委員の

皆さんに提出をお願いいたしましたところ、たくさんの貴重なご意見をいただき、本当にありがとうござ

いました。 

それでは意見書（案）をご確認ください。 

１枚めくっていただきまして、農地等利用最適化の推進施策等に関する意見のページでございます。 

 

内容といたしまして、まず最初に、農業委員会としての最大の業務である「１．担い手への農地利用の集

積・集約化について」をあげまして、（１）集積・集約化への最大の有効策であると思われます「農地中

間管理機構関連農地整備事業の継続について」といたしまして、未整備地区への積極的な周知と国や県へ

の働きかけについての意見としております。 

 

次に（２）では、岡﨑推進委員さんからいただきました「農地整備事業後のドローン等を使用したスマー

ト農業の推進」といったご意見を踏まえ、スマート農業の推進と経費の支援について触れております。 

 

続きまして、普段から栗本副会長がおっしゃられていることですが「２．担い手の確保・新規参入の促進

について」といたしまして、（１）では、農業委員会としても課題となっております認定農業者の育成に

ついて、（２）では、新規就農者への補助制度について、（３）では新規就農者のサポート体制について、

（４）では、江﨑副会長、川瀨委員さんをはじめ、女性委員の皆さんからいただきました「農業用機械の

操作講習会の開催」についてのご意見を踏まえ、操作技術指導についての意見とさせていただいておりま

す。 

 

続きまして、青木会長が常々おっしゃられていることですが「３．遊休農地の発生防止・解消について」

といたしまして、（１）では、農地や担い手情報の共有と活用について、（２）では、農地回復施策の周知

について、（３）では、金西委員さんからご意見をいただきました「土砂の堆積や雑草の繁茂等、農業用

用排水路の整備」についての意見とさせていただいております。 

 

続いての４番につきましても、青木会長がおっしゃられております「女性活躍の推進について」といたし

まして、（１）では、女性が働きやすい体制整備について、（２）では、女性が活躍しやすい環境整備につ

いての意見となっております。 

 

最後に、「５．その他について」といたしまして、（１）として、様々な視点からの支援についてといたし

まして、婚活事業を例にあげ、農業施策からの視点だけではなく、多方面の視点から農業・農家への支援

に努めるよう、意見をまとめさせていただいております。 

 

以上、走り走りのご説明ではございますが、このような内容で、市長への意見書を提出したいと考えてお
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ります。お配りいたしました意見書案の内容等につきましては、ご自宅に帰ってゆっくりご確認をいただ

きまして、変更や修正等、お気づきの点がございましたら、７月９日（金）までに、事務局の方までご連

絡をお願いいたします。 

 

なお、意見書の最終調整については、改めて総会等にお諮りすることが難しい状況でございますので、７

月９日の事務局への連絡期間を過ぎましたら、委員の皆様の変更意見はないものと判断させていただきま

して、この案より変更が必要な場合は、青木会長と最終版を調整のうえ決定したいと考えております。 

あらかじめご了承いただきますようよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

議長 

ただいま事務局から説明等がありました。 

何かご質疑はございませんか。 

 

(※「なし」の声あり) 

議長 

質疑なしと認めます。 

それでは「農地等利用最適化の推進施策等に関する意見書案」については、７月９日までに変更等の連絡

がなければ、配付したとおりの意見書の内容とさせていただきます。変更等の連絡がある場合は、最終版

の調整や決定は私と事務局の方でさせていただきたいと思います。 

 

これにより、次回７月２９日の第１３回総会後、市長との意見交換会時に、農業委員会としての意見書を

提出することといたします。 

委員皆さんの意見交換会へのご出席方、どうぞよろしくお願いいたします。  

以上で、「農地等利用最適化の推進施策等に関する意見書案について」を終わります。 

以上で、本日の審議はすべて終了いたしました。 

これにて、第１２回総会を閉会いたします。この後、事務局より事務連絡がございますので、よろしくお

願いいたします。 

 

 

 

 

 

総会終了   午後 ２ 時 １５ 分 

 

 

 

 

 

議事録署名委員     ３番 錦野 新策        １５番 舩越 康博 


