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第１８回総会 議事録 
 

開催日時   平成３０年１２月２７日(木曜日)  午後４時 

 

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) 

  2番 錦野 伸策   4番 原  一喜   13番 田川 貴之 

 

   (農地利用最適化推進委員の出席) 

  1区 庄野 博美   2区 三ツ本 善則  3区 椋本 明治   4区 松浦 義博  

  5区 辻  義德   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     10区  森  博之 

 

  (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５条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条許可後の事業計画の変更申請について 

 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５条の規定による許可の取消届について 

報告第４号 非農地証明願について 

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 

報告第６号 農地中間管理権が設定された農用地の利用配分計画書について 

 

その他 

 平成３０年度後期分 農業振興地域整備計画の変更について 
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総会開始時間   午後４時 

 

事務局（局長） 

それでは、定刻が参りましたので、第１８回総会を始めさせていただきます。 

青木会長、進行をお願いいたします。 

 

議長（青木会長） 

それでは、小松島市農業委員会 第１８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、９番湯浅委員と１９番高井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、２番錦野委員、４番原委員及び１３番田川委員より、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５条の規定による許可申請審議について」 

 ですが、議案第２号「農地法第５条許可後の事業計画の変更申請について」にも関係する内容となります

ので、一括して説明していただいてよろしいでしょうか。 

  

（※「異議なし」の声あり） 

 

議長（青木会長） 

 それでは、事務局は、一括して説明をお願いいたします。 

 

事務局（主幹） 

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５条の規定による許可申請審議について』 

申請件数１件、１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、申請受付日、受付番号を朗読 

 

続きまして、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条許可後の事業計画の変更申請について』 

 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、申請者、承継者、変更前申請内容、変更後申請内容、許可日、

許可番号、変更申請日、受付番号を朗読 

 

議長 

事務局は、議案第１号及び第２号の審議内容を説明してください。 
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事務局（主幹） 

 議案第１号及び議案第２号につきましては、事業計画を変更した内容で５条転用するということで、お互

いに関係する内容になっておりますので、一括して説明させていただきます。 

 

申請地は、平成１７年３月３０日付け徳島県指令農林第４８２８号にて許可されました収用住宅について

の、内容変更に係る申請です。また、当初の転用者が事業計画を継続できずに承継者の方がおられます。 

 

当初の転用者である○○さんが収用住宅を建築する計画でしたが、資金の都合がつかなくなり、また高齢

でもあることから、造成はしたものの当初の計画が実行できないまま数年が経過しておりました。この度、

お孫さんご夫婦が住宅を建築することになり、農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請を提

出し、また計画の承継者がお孫さんになるため、併せて農地法第５条の規定による許可申請も行うことと

なりました。 

 

なお、当初の計画が実行できず、数年間放置していたことから始末書を提出させております。 

今回の転用は、造成済みでありますが、建築費が掛かるため、○○の融資証明書が添付されており、転用

を行うための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、 

賃借権、使用貸借などは無く、同意は不要であります。 

なお、〇〇協議会の排水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、造成はすでに行っており、北側に隣接する農

地にはコンクリートブロック塀を新設するため周辺農地に被害を及ぼすことはありません。 

 

以上のことから、議案第１号の許可申請及び議案第２号の事業計画変更承認申請は適正であると判断しま

す。 

以上です。 

 

 

議長 

担当の谷崎委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 

 

８番 谷崎委員 

 田野町の谷崎です。排水のことも解決できておるようです。何の問題もないと思われますので、ご審議の

ほど宜しくお願いします。 

 

議長 

 ありがとうございます。 

それでは、議案第１号及び議案第２号について一括審議とさせていただきます。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、議案第１号及び議案第２号については、原案どおり可決と認めます。 

以上で、議案第１号及び議案第２号を終了いたします。 

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（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、１７件、３９筆です。 

 ※議案書訂正（利用権/所有権を設定する者の住所→利用権を設定する者の住所、利用権/所有権の設定を

受ける者の住所→利用権の設定を受ける者の住所、利用権/所有権を設定する農用地→利用権を設定す

る農用地） 

 

 ◆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。 

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。 
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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５条の規定による許可の取消届について 

報告第４号 非農地証明願について 

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 

報告第６号 農地中間管理権が設定された農用地の利用配分計画書について 

以上、６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８ページ及び９ページをご覧ください。 

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』 

申出件数１４件、１７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番及び 2番は、田 2筆の合計面積 1,474㎡で、共同住宅用地としての４条届出になります。 

 

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。 

  

整理番号 3番は、田 1筆の面積 129㎡で、露天駐車場としての４条届出になります。 

 

なお、届出地は、土地所有者が未届で駐車場として利用しておりましたが、土地所有者が破産しているた

め、土地所有者の始末書に代わり、破産管財人である届出者に経緯がわかる事由書を添付させております。 

 

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。 

 

整理番号 4 番から 17 番につきましては、すべて市都市整備課による地籍調査の成果によるものです。市

街化区域の農地であることから、手続きが比較的簡易なため、土地所有者から４条届出が提出されました。 

 

整理番号 4番、5番、13番、14番は田から雑種地及び宅地へ、整理番号 6番は田から雑種地へ、残りは田

から宅地へ変わっております。 

 

地籍調査の事業の中で、すべての所有者の方に立ち会いをお願いし、同意をもらった上で手続きを進め、

４条届出を提出しております。 

 

なお、整理番号 4 番から 17 番のすべてにつきまして、現況が農地以外に変わっていたことから始末書を

添付させております。 

 

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１０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４件、６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番は、畑 1筆の面積 467㎡で、住宅用地として、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。 

 

整理番号 2番及び 3番は、畑 2筆の合計面積 220㎡で、住宅用地として、使用貸借での５条届出となりま

す。 

 

なお、この案件は先月の総会の議案外でご報告させていただきました４条届出の取消届が提出されまして、

改めて５条届出し直したものでございます。 

また、届出地は先月の４条届出が受理された際に造成を開始しておりましたので、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。 

 

整理番号 4番は、田 1筆の面積 686㎡で、太陽光発電施設として、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。 

 

整理番号 5番及び 6番は、田 2筆の合計面積 926㎡で、住宅用地として、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） 

議案書の１１ページをご覧ください。 

報告第３号『農地法第５条の規定による許可の取消届について』 

届出件数１件、１筆です。 

※議案書訂正（許可番号 第 3502号→徳島県指令農林第 3502号、取消通知番号 第 1088号→徳島県通 

知農林第 1088号） 

 

 ◆議案書にそって、所在地、地目、面積、譲受人、申請内容、許可日、許可番号、取消届日、受付番号、

取消許可日、取消通知番号を朗読 

 

昭和 55 年 6 月 26 日付け徳島県指令農林第 3502 号で、砂・バラス・玉石置場として、農地法第５条の規
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定による許可を受けていた案件の取消です。 

 

許可を受けた当時の譲渡人及び譲受人はすでに死亡しており、譲受人の相続人から、許可後も農地として

利用しており、今後も農地として利用したいとのことで、許可権者である県に確認し、今回の取消となり

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、徳島県知事へ提出し

ていたところ、平成 30年 11月 13日付け徳島県通知農林第 1088号にて取消されました。 

 

事務局（次長） 

議案書の１２ページをご覧ください。 

報告第４号『非農地証明願について』 

届出件数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番については、平成８年４月２３日撮影の航空写真では家屋が建てられており、現地確認の結

果も宅地として使用しておりました。 

 

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。また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書類を受理しました。 

 

整理番号２番は、今年の６月の総会でも非農地証明願のご報告させていただきました旧〇〇幼稚園敷地の

中の農地で、すでに宅地化しており、現在もそのまま旧〇〇幼稚園敷地として使用されております。 

なお、この農地は、幼稚園建築当時の不備により、一部の民間所有の農地を旧幼稚園敷地として利用して

おりましたが、今回の境界確定作業によりこのことが判明し、この農地の所有者から市への寄付という形

をとりまして、現在市の所有となっております。 

 

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。また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書類を受理しました。 

 

事務局（次長） 

議案書の１３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４件、１１筆です。 

 

◆議案書にそって、利用権の種類、設定した者、設定を受けた者、消滅する土地の所在地 

を朗読 

 

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 

合意解約申出書に双方の署名・捺印がされ、提出されております。 
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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、１４ページに詳細を記載してありますので、ご確認ください。 

 

事務局（次長） 

議案書の１５ページをお開きください。 

報告第６号『農地中間管理権が設定された農用地の利用配分計画書について』 

申請件数１７件、７４筆です。 

  

◆議案書にそって、権利の種類、設定を受ける者、設定する農用地を朗読 

 

徳島県立農林水産総合技術支援センター所長より、農用地利用配分計画の認可について、平成３０年１１

月２７日付け、農技セ第６５３号にて事務局に通知がありました。認可年月日は平成３０年１１月２７日

です。 

 

１６ページ以降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６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。 

 

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。 

「平成３０年度後期分 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（主幹） 

平成３０年度後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依頼がきております。 

今回の除外申請件数は、９件２６筆です。 

 

 ◆資料にそって、所在地、地目、面積、変更区分、所有者、変更目的、土地改良区、担当委員 
を朗読 

 

 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。 
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 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か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恐れがないこと」 

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恐れがないか等、 

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、１月１１日（金）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、整理番号１番から４番は栗本委員（４件４筆）、 

整理番号５番は谷崎委員(１件１筆)、整理番号６番は高井委員(１件１筆)、 

整理番号７番は矢野委員(１件１筆)、整理番号８番は川嵜委員(１件３筆)、 

整理番号９番は舩越委員(１件１６筆)であります。 

以上です。 

 

議長 

ただいま、事務局より説明がありました。 

何かご質疑ございませんか。 

 

※（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、「農業振興地域整備計画の変更について」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１８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、宜しくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会終了   午後 ４時 ４６分 

 

 

議事録署名委員     ９番 湯浅 友子       １９番 高井 トミヱ 

 

 


