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第１４回総会 議事録 
 

開催日時   平成３０年８月２９日(水曜日)  午後１時３０分 

 

開催場所   小松島市役所４階 大会議室 

 

 (農業委員) 

  1番 山本 康信   2番 錦野 伸策   3番 竹内 信行   4番 原  一喜 

  5番 金西  章   6番 栗本 謙二   7番 矢三 明子   8番 谷崎 賢二 

  9番 湯浅 友子   10番 矢野 伸二   11番 江﨑 惠子    12番 大栗 栄信 

  13番  田川 貴之   14番 舩越 康博   15番 川瀨 益栄   16番 丸本 公一 

  17番 川嵜 須美子  18番 青木 正廣   19番 高井 トミヱ 

 

  (農業委員のうち欠席者) 

  7番 矢三 明子   15番 川瀨 益栄  16番 丸本 公一 

 

  (農地利用最適化推進委員の出席) 

  2区 三ツ本 善則  3区 日下 正治   4区 松浦 義博   5区 宮田 芳和    

6区 山田 卓志   6区 橋本 春男   7区 髙岡 茂樹   7区 黒田 敬司    

8区 内多 泰美    9区 吉積 幸二   9区 岡﨑 勢一    10区 宮城  仁     

 

  (事務局の出席者) 

  局長 茨木 昭行  主幹 添木  尚  次長 水口 理恵  書記 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  農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

報告第２号  農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

報告第３号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第４号 非農地証明願について 
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総会開始時間   午後１時３０分 

 

事務局（局長） 

 それでは、定刻が参りましたので、第１４回総会及び研修会を始めさせていただきます。 

 青木会長、総会の進行を宜しくお願いいたします。 

 

議長（青木会長） 

 ただいまより、小松島市農業委員会 第１４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、５番金西委員と１３番田川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、７番矢三委員、１５番川瀨委員、１６番丸本委員より、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。 

 

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） 

 それでは、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、１件、１筆です。  

 

◆議案書にそって、所在地、地目、面積、譲渡人、譲受人、申請内容、耕作面積、通作距離、 

申請受付日、受付番号を朗読 

 

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説明いたします。 

 整理番号１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 1,821㎡です。 

 

譲渡人は、申請地で養豚業を行っておりましたが、このたび、譲渡人である兄の養豚業を譲受人である弟

が引き継ぐことになったため、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。 
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議長 

ありがとうございます。 

担当の湯浅委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 

 

９番 湯浅委員 

 田野の湯浅です。これは、兄弟のことで弟の方がもうずっと仕事をするということで別に問題ないと思い

ます。よろしくご審議ください。  

 

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。 

 

（※「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。 

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（主幹） 

議案書の３ページをお開きください。 

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３件、３筆です。  

 

◆議案書にそって、所在地、地目、面積、申請者、申請内容、申請受付日、受付番号を朗読 

 

議長 

 事務局は、整理番号１番の申請内容を説明してください。 

 

事務局（主幹） 

 整理番号１番の申請内容について説明いたします。 

転用目的は、店舗兼住宅でございます。 

 

現在、賃借人が所有している土地で大規模小売店舗の開発計画があり、この土地での出店及び転居ができ

なくなったため、所有地から近い場所で適地を探していたところ、賃貸人との間で話がまとまり、申請に

至りました。 

 

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、農振除外済です。 

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
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す。 

 

今回の転用は、大規模小売店舗側の補償によるため、転用を行うために必要な資力については、大規模小

売店舗名義の〇〇の残高証明書が添付されており、転用の費用を大規模小売店舗側が負担する旨の確約書

の写しも提出されております。また、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。 

 

転用行為の妨げになる権利を有する者の同意について、農地基本台帳を確認しましたが、申請地には、利

用権の設定がございましたが、６月３０日で合意解約されております。 

なお、〇〇土地改良区の意見書、〇〇協議会及び〇〇土地改良区の放流同意書が提出されております。 

 

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、周囲にＬ字擁壁を設置し、土砂が流出しない

ようにします。また、雨水は、西側の水路に排水し、生活雑排水については、浄化槽を経由して排水する

ため、周辺農地への影響は無いものと思われます。 

 

 以上のことから、整理番号１番の許可申請は適正であると判断します。 

 

議長 

 ありがとうございます。 

それでは、担当は私になりますので、補足させていただきます。 

何ら問題はないので、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 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。 

 

 （※「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、原案どおり可決相当と認めます。 

 引き続き、事務局は、整理番号２番の申請内容を説明してください。 

 

事務局（主幹） 

 整理番号２番の申請内容について説明いたします。 

転用目的は、資材置場でございます。 

 

譲受人は、現在拠点としている阿南市のほかに、徳島市や小松島市に事業を拡大しており、資材置場が不

足となったために、阿南市と徳島市の中間地点である小松島市で適地を探していたところ、譲渡人との間

で話がまとまり、申請に至りました。 

 

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、農振除外済です。 

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
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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。 

 

転用行為の妨げになる権利を有する者の同意について、農地基本台帳を確認しましたが、申請地には、 

賃借権、使用貸借などは無く、同意は不要であります。 

なお、〇〇土地改良区の意見書が提出されております。 

 

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、申請地は市道と宅地で囲まれており、周囲に

は既設擁壁が設置されております。市道と同じ高さのため造成の必要はなく、整地のみを行うため、周辺

農地への影響は無いものと思われます。 

  

以上のことから、整理番号２番の許可申請は適正であると判断します。 

 

議長 

 ありがとうございます。  

担当の栗本委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 

 

６番 栗本委員 

栗本です。この現場は、２面が市道に面し、残りの２面は住宅に囲まれておりますので、農業に全く支障

のない場所になっておりますので、何ら問題がないと思いますので、宜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、原案どおり可決相当と認めます。 

 引き続き、事務局は、整理番号３番の申請内容を説明してください 

 

事務局（主幹） 

 整理番号３番の申請内容について説明いたします。 

転用目的は、駐車場でございます。 

譲受人は、申請地の隣接地で医院を開設しておりますが、医院の敷地内と近隣で賃貸借している駐車場で

は、不足している現状です。このため、早急に新たな駐車場を確保する必要があり、譲渡人に交渉したと

ころ、話がまとまり、申請に至りました。 

 

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、農振除外済です。 

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、〇〇より残高証明が添付されており、資金調達の見込み 
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があり、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 

処分の見込みがあると思われます。 

 

転用行為の妨げになる権利を有する者の同意について、農地基本台帳を確認しましたが、申請地には、 

賃借権、使用貸借などは無く、同意は不要であります。 

土地改良区の意見書につきましては、添付されておらず、代わりに添付されていない理由書が提出されて

おります。 

 

なお、〇〇土地改良区からは、農業委員会あてに本許可申請に係る意見書が提出されております。意見の

要点は、原状回復のもと転用をさせるべきであるという点と転用面積が適正ではないという点でございま

す。一点目につきましては、申請地は、転用許可なく先代のころから医院の駐車場として賃貸借し、使用

しており、申請地の売買の話を進める中で、転用許可を行っていなかったことが判明したという経緯がご

ざいます。一部整地されたままとなっておりますが、昨年６月からは駐車場として使用はしておりません

ので、追認案件と考えております。二点目につきましては、事業計画書によりますと、必要な駐車台数の

見込みと申請地を含めた確保できる駐車台数は整合性が取れており、計画面積の妥当性について、適正で

あると考えております。 

 

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、山土で造成を行い、表面には砕石を敷き詰め

ます。また、雨水は地下浸透させるため、周辺農地への影響は無いものと思われます。万一、支障が生じ

た場合は、転用者の責任で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３番は、事業計画としては適当と認められますので、許可やむを得ないと判断

いたします。 

 

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。 

 

１４番 舩越委員 

 はい。坂野の舩越です。この案件に関しては、色々ご意見が出ているようですが、先ほど、事務局からご

説明いただいたとおり、許可やむをえない案件かと思います。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、原案どおり可決相当と認めます。 

 以上で議案第２号を終了します。 

 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。 
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事務局（主幹） 

それでは、議案書の４ページをお開きください。 

 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、３件、７筆です。 

 

◆議案書にそって、利用権の種類、設定する者、設定を受ける者、設定する農用地を朗読 

 

 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項の 

 要件である 

 ①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。 

 ②利用権の設定を受けた後において備えるべき要件である 

  ・耕作又は養畜の事業に供すべき農用地のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認めら 

   れること。 

  ・耕作又は養畜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。 

  ・対象農地を効率的に利用して耕作または養畜の事業を行うことができると認められること。 

 ③対象農地の関係権利者の同意が得られていること。 

 の各要件を満たしていると考えます。 

 ５ページ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。 

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号を可決いたします。 

以上で、議案についての審議を終了いたします。 

引き続き、議案外に移ります。 

報告第１号  農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

報告第２号  農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

報告第３号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第４号  非農地証明願について 

以上、４件でございます。 

議案外について事務局より報告をお願いします。 

 

事務局（次長） 

議案外についてご報告いたします。議案書の６ページをお開きください。 

報告第１号『農地法第４条第１項第７号の規定による届出について』 
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申出件数１件、１筆です。 

 

◆議案書にそって、所在地、地目、面積、申請人、申請内容、届出受付日、受付番号、受理通知日、 

受理番号を朗読 

 

整理番号 1番は、田１筆の面積 240㎡で、申請内容は花鉢の置場等の４条届出になります。 

なお、今年の２月に届出地の隣接地を５条届出にて売買したところ、一緒に届出地も盛土、整地をしてしま

ったとのことなので、始末書を提出させております。 

 

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。 

 

事務局（次長） 

議案書の７ページをお開きください。 

報告第２号『農地法第５条第１項第６号の規定による届出について』 

届出件数３件、４筆です。 

 

◆議案書にそって、所在地、地目、面積、譲受人、譲渡人、申請内容、届出受付日、受付番号、 

受理通知日、受理番号を朗読 

 

整理番号１番と２番は、田 2筆の面積 2,842㎡で、宅地分譲による専用住宅として、売買での５条届出とな

ります。 

整理番号３番は、田 1筆の面積 158㎡で、整理番号１番、２番と譲渡人及び譲受人は同じになりますが、こ

ちらは譲受人の専用住宅としての５条届出となります。 

整理番号４番は、田 1筆の面積 1.50㎡で、進入路の拡幅として、売買での５条届出となります。譲受人は、

今年の２月に５条届出にて住宅を建築しましたが、進入路が狭かったため、譲渡人と売買の話をまとめ、届

出に至りました。 

  

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） 

議案書の８ページをご覧ください。 

報告第３号『農地法第１８条第６項の規定による通知について』 

申出件数１件、１筆です。 

 

◆議案書にそって、所在地、地目、面積、賃貸人、賃借人、申請内容、通知受付日、受付番号 

を朗読 

 

賃借人、賃貸人の協議のもと、合意解約に必要な書類、農地法第１８条第６項の規定による通知書、 

および合意解約書に双方の署名・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。 
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事務局（次長） 

議案書の９ページをお開きください。 

報告第４号『非農地証明願について』 

申請件数２件、２筆です。 

 

◆議案書にそって、所在地、地目、面積、申請者、申請内容、届出受付日、受付番号、証明日、 

証明番号を朗読 

 

整理番号１番は、過去の航空写真に建物が撮影されており、現地確認の結果も倉庫が建ち、宅地として使

用しておりました。 

 

なお、申請地は、農用地区域内にある農地ですが、農業振興地域整備計画の変更（いわゆる除外）申請書   

が提出されており、所管課より変更見込みであるとの確認ができております。 

 

この案件は、農地への復元が不可能・困難であり、人的な転用行為が行われてから２０年以上 

経過しており、農地行政上支障がないと認められます。 

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 

証明書を発行いたしました。 

 

整理番号２番については、平成８年４月２３日撮影の航空写真では建物が撮影されており、現地確認の結

果も住宅、倉庫を建築し、宅地として使用しておりました。 

 

なお、申請地は、農用地区域内にある農地ですが、農業振興地域整備計画の変更（いわゆる除外）申請書   

が提出されており、所管課より変更見込みであるとの確認ができております。 

 

この案件は、農地への復元が不可能・困難であり、人的な転用行為が行われてから２０年以上 

経過しており、農地行政上支障がないと認められます。 

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 

証明書を発行いたしました。 

 

議長 

ただいま、事務局より議案外４件について報告がありました。 

何か質疑ございませんか。 

 

※（なし）の声あり。 
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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。 

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１４回総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会終了   午後 １時 ５９分 

 

 

議事録署名委員     ５番 金西 章       １３番 田川 貴之 

 

 

 

 

 


