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第１９回総会 議事録 
 

開催日時   平成３１年１月３０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) 

  12番 大栗 栄信 

 

   (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 日下 正治   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   8区 内多 泰美   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５条第１項第６号の規定による届出について 

報告第２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３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 

農地等の利用の最適化の推進に関する指針（案）について 

平成３０年度 農地の賃借料情報の提供について（案） 

地籍調査事業に伴う農地の地目認定に係る意見について  
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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１９回総会を始めさせていただきます。 

はじめに、事務局よりお知らせをさせていただきます。 

去る１月１６日に、栗本副会長及び湯浅副会長のお二人が、徳島県知事感謝状を授与されました。長年に

渡り農業委員会活動に精励されましたお二人に、拍手をもって、深く感謝の意をお伝えしたいと思います。 

（拍手） 

なお、お手元に、当日のご様子を印刷してお配りしておりますので、ぜひご覧ください。 

それでは、青木会長、進行をお願いいたします。 

 

議長（青木会長） 

本日は、私が風邪のため声が出にくいため、議事の進行は栗本副会長にお願いしたいと思います。 

 

栗本副会長 

それでは、代理で進めたいと思います。皆さん、協力をお願いいたします。 

それでは、小松島市農業委員会 第１９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、１番山本委員と１０番矢野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、１２番大栗委員より、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」 

 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、5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 

 

栗本副会長 

事務局は、議案第１号の審議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、太陽光発電所であります。 
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譲渡人は高齢のため農業経営を縮小し、有効な土地利用について検討していたところ、太陽光発電に関す

る事業等を営む譲受人との間で売買の話がまとまり、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、○○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。 

 

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、○○土地改良区及び○○土地改良区の意見書、○○土地改良区の放流同意書、隣接農地所有者の同

意書も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、整地後に再生砕石を敷くため土砂の流失はあ

りません。雨水は、通常は自然浸透により処理し、強雨の際は、土地改良区の了承を得て隣接の既設水路

に放流するため、周辺農地への影響は無いものと思われます。また、敷地周辺はフェンスを設置し、防護

します。 

 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。 

 

栗本副会長 

担当の青木会長、何か補足事項があればお願いいたします。 

 

１８番 青木委員 

 はい。この農地は、今、事務局が言われましたように、２種農地ですので、心配ないと思われますので、 

宜しくお願いいたします。 

 

栗本副会長 

 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。 

 

内多推進委員 

太陽光発電の個人設置の場合に意外とフェンスの周辺の草刈りができてるんですよ。今回のような企業設

置の場合、ある場所なんですが、北側はフェンスより高い雑草が生えて、一年中草刈りせなあかんぐらい

なんですよ。設置の時に、草刈りの義務付けはできないですか。 

 

事務局（主幹） 

この農地の転用は、県の基準によって、処理、審査しておりますが、草刈りとかについては今のところ、

規定がございません。 
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内多推進委員 

南面はきちんと刈れている。きちんと刈れというよりは、フェンスより低い目にしてほしい。個人経営の

場合は意外と刈れている。 

 

事務局（主幹） 

ただ、処理マニュアルで審査して、県の方で審査会にもかかるようになるんですけども、草刈りについて

の条件が今のところはないので、許可を出すときにこうしてくださいとかのお願いはできるかなと思いま

す。その条件がないと受け付けませんということはできないので…。許可の時に事務局からお願いしたい

と思ってます。 

 

宮城推進委員 

 市の単独で、努力義務とかにできないのか。 

 

事務局（主幹） 

そうですね。市単独でというのはなかなか。転用については県の許可となっておりますので。 

 

宮城推進委員 

県に対して市の方から、努力義務とか法令の改正とか、お願いすることはできないか。 

 

事務局（主幹） 

お願いすることはできると思います。また、県のマニュアルにそういった内容を入れれないかということ

についても県と協議させていただきます。 

 

内多推進委員 

徳島市の場合、草刈り条例があるみたいに聞いている。 

 

事務局（主幹） 

市の条例についても調べてみたいと思います。 

 

栗本副会長 

何か他にございませんか。 

 

 

（※「なし」の声あり） 

 

 

栗本副会長 

 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。 
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引き続き、議案第２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３ページをお開きください。 

 議案第２号『農用地利用集積計画案審議について』 

 申請総数は、２０件、４８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。 

 ４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。 

 

栗本副会長 

 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２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） 

 

 

栗本副会長 

ありがとうございます。 

質疑がないようですので、議案第２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５条第１項第６号の規定による届出について 

報告第２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３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、３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。 
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事務局（次長） 

議案書の８ページをお開きください。 

報告第１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２件、２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、田 1筆の面積 1,682㎡で、専用住宅（宅地分譲）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番は、田 1筆の面積 1,295㎡で、太陽光発電設備として、使用貸借での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９ページをお開きください。 

報告第２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２件、１２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。 

 

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、１０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１１ページをお開きください。 

報告第３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１件、１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１２

月２５日付け、農技セ第７２２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１２月２５日

です。 
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１２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。 

 

栗本副会長 

ただいま、事務局より議案外３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。 

 

 

栗本副会長 

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、その他の案件の審議に移ります。 

まず、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針（案）」について 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局（次長） 

それでは、あらかじめ郵送いたしました「資料①」をご覧ください。 

平成２８年４月１日より農業委員会等に関する法律の改正法が施行されまして、農業委員会においては、

農地等の利用の最適化の推進が最も重要な必須事務として位置づけられたところでございます。 

この改正農業委員会法第７条の規定により、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めるため、本

農業委員会の指針の案を作成いたしました。この指針の策定にあたり、委員の皆さまのご意見をいただけ

ればと思いますので、宜しくお願いいたします。 

なお、改正農業委員会法によりますと、この指針の策定は努力義務とされておりますが、農地利用最適化

交付金の交付を受けるための要件として、この指針の策定が必須となっておりますので、今年度中の策定

を目指しているところでございます。 

それでは、内容の説明に移らせていただきます。 

 

まず、１ページ目の第１ 基本的な考え方をご覧ください。 

ここでは、小松島市の地域の特徴や特性を活かしながら、活力ある農業などを築くため、農業委員及び農

地利用最適化推進委員が連携し、担当地区ごとの活動を通じて、農地等の利用の最適化が一体的に進んで

いくように目標と推進方法を定めることとしております。また、この指針は、市の上位計画である小松島

市総合計画の策定に合わせて目標の検証・見直しを行うこととしております。 

 

続きまして、２ページ目をご覧ください。 

第２ 具体的な目標と推進方法についてですが、まず、１遊休農地の発生防止・解消について、解消目標

は、平成３３年に遊休農地面積を１９ｈａまで減少させることを目標としております。具体的な推進方法

については、①利用状況調査と利用意向調査の実施について、②農地中間管理機構との連携について、③

非農地判断についての３つの方法で推進してまいります。 

 

続きまして、３ページ目をご覧ください。 

２担い手への農地利用の集積・集約化についてですが、目標値については、平成３３年に４１５ｈａを目

標としており、これは小松島市第６次総合計画の目標値に合わせております。具体的な推進方法について

は、①「人・農地プラン」の作成・見直しについて、②農地中間管理機構等との連携について、③農地の

利用調整と利用権設定について、④農地の所有者等を確知することができない農地の取扱いの４つの方法
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で推進してまいります。 

 

最後に４ページ目をご覧ください。 

３新規参入の促進についてですが、目標値は平成３３年に個人で７人を目標としており、これも小松島市

第６次総合計画の目標値に合わせております。具体的な推進方法は、①関係機関との連携について、②企

業参入の推進について、③農業委員会のフォローアップ活動についての３つの方法で推進してまいります。 

 

簡単ではございますが、内容についての説明は以上でございます。 

 

栗本副会長 

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。 

 

 

栗本副会長 

質疑がないようですので、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針（案）」については、承認すること

といたします。 

引き続き、「平成３０年度 農地の賃借料情報の提供について（案）」 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局（主幹） 

 それでは、あらかじめ郵送いたしました「資料②」をご覧ください。 

 

 農地法第５２条の規定により「農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に 

資するほか、その所掌事務を的確に行うため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地 

に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする」とされています。 

 

平成２１年１２月に改正されました「農地法の一部を改正する法律」の施行により、従来の標準小作料 

制度が廃止され、これに代わり同年１２月２１日付け農林水産省より通知された「農地法の運用について」 

では、「農業委員会は、農地の賃貸借契約を締結する場合の目安となるよう地域の実勢を踏まえた賃借料 

情報を提供すること」とされ、算出された賃借料については、ホームページや広報などで広く提供する 

こととされています。 

 

それでは、平成３１年に公開する予定の賃借料情報として収集・集計されたデータについて、 

ご説明いたします。 

先日、郵送させていただきました資料「平成３１年に公開する予定の賃借料」をご確認ください。 

この表につきましては、平成３０年１月から１２月までに小松島市内で締結（公告）された賃借料 

情報をもとに集計し、物納の場合は、米１袋３０kg を６，５００円と金額換算しております。 

 

表中の賃料の平均につきましては、特別の事情により取引されたと思われる異常値、異常に高い、安い 

などのデータにより平均値の信頼性が損なわれないよう、まず全体の平均値を求め、全体の平均値の 

１．７倍を超えるもの及び０．３倍未満のものを特殊取引として除外のうえ算出した値でございます。 

また、金額は１００円未満を四捨五入のうえ１００円単位といたしております。 
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 なお、表中の賃料の最大、最小につきましては、特殊取引を除外する前の金額を表示しております。 

  

 また、畑につきましては、全体総数が１１筆と少ないため、平成３０年度につきましては、前年度に比べ 

て平均が高い賃借料となっております。 

 

この賃借料情報は、あくまでも小松島市で昨年１年間に締結（公告）された平均値でございますので、 

この価格で契約をする必要はございませんが、お問い合わせがあった場合の参考としていただければ 

と考えております。 

 

 なお、本日ご確認いただいております賃借料情報につきましては、「小松島市のホームページ」及び 

「広報こまつしま３月号」にて公表する予定となっております。以上です。 

 

栗本副会長 

 ただいま事務局より説明がありました。 

何か質疑はございませんか。 

 

 

 （※「なし」の声あり） 

 

 

栗本副会長 

ありがとうございます。 

質疑等がないようですので、「平成３０年度 農地の賃借料情報の提供について（案）」 

は、承認といたします。 

 引き続き「地籍調査事業に伴う農地の地目認定に係る意見について 」 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局（主幹） 

 地籍調査事業に伴う農地の地目認定に係る意見について、平成３０年１２月２８日付け小都整第１０７３

号により、小松島市長より意見を求められました。 

  

地籍調査とは一筆ごとの土地について、その土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測

量する調査でございます。この地籍調査は、国土調査法に基づき市が実施いたしますが、所有者などに現

地で立ち会いをお願いし、確認しながら進めております。 

 

登記簿上の地目が農地である土地の地目変更の認定に当たっては、昭和５６年１０月７日付け国土国第４

０９号国土庁土地局国土調査課長指示「地籍調査において登記簿上の地目が農地である土地に関する地目

認定について」という通知により、地目認定に際して疑義がある場合は必要に応じ農業委員会に照会する

ものとされておりますので、今回照会を受けたということでございます。 

なお、先月の総会では、○○町の地籍調査事業の成果について、場所が市街化区域で手続きが比較的簡易

であることからご本人から４条届出を提出していただきましたが、今回の○○町は市街化調整区域であり、

転用手続きが複雑で、かつ筆数も多いことから一括で意見の照会をお受けいたしました。 

  

 それでは、お手元にお配りしてある「資料③」の１ページ目をご覧ください。地籍調査結果地目別集計表

として、元の地目が田や畑で、現況が何に変わったかを集計しております。今回照会がありましたのは、

○○町字○○及び○○地区で、調査前の登記地目が田４７筆、畑１５２筆で、合計１９９筆でございます。



10 

 

田につきましては、現況が公衆用道路２７筆、雑種地３筆、山林９筆、宅地８筆でございました。畑につ

きましては、公衆用道路３６筆、雑種地１３筆、山林９１筆、宅地１２筆でございました。 

 

現況が農地以外に変わっていた土地につきましては、徳島県農地事務関係事務処理要領の非農地証明書の

交付の基準を参照いたしました。この要領では、過去２０年以上非農地の状態が継続していると確認でき

た土地に関しては、農地法から外す判断をしていることから、非農地証明が交付できる要件を満たしてい

る場合は、地籍調査の結果どおりと判断して差し支えないのではないかと考えます。なお、今回、農地以

外に変わっていたものすべてについて、担当課である都市整備課の方で平成９年の航空写真を確認し、２

０年以上前である平成９年から農地性がなかったことを確認済みでございます。 

資料の２ページ目以降の右の方の欄をご覧ください。Ｈ９年写真という欄の「確認済」と入っているもの

が航空写真で確認できているものです。 

 

また、今回の対象農地の中には農用地区域内の農地、いわゆる青地が９８筆ございました。資料の２ペー

ジ目以降の一番左側の欄に記載しておりますので、ご確認ください。非農地証明は農用地区域からの除外

済みか除外見込みがないと交付できないことになっておりますが、その点につきましては、担当課である

農林水産課と協議を行い、来年度の農業振興地域整備計画の見直し作業の中で、職権で対象の土地を除外

する見込みであるとの確約を得ましたので、差し支えないものと考えております。 

 

 なお、１月９日に事務局、都市整備課の担当者と青木会長、地区担当の田川委員と近隣の委員の方数名で

航空写真で確認が難しかった場所を中心に現地調査を行っております。 

  

以上、農業委員会といたしましては、地籍調査の結果、現況どおり地目認定することは差し支えないので

はないかと考えます。 

 

栗本副会長 

ありがとうございました。 

担当の田川委員を含め、近隣の委員数名で現地を調査したとのことでございますので、田川委員に代表し

てご報告をお願いしたいと思います。 

 

１３番 田川委員 

 はい。私を含め、○○地区の担当委員で都合のついた方と青木会長、事務局、市都市整備課の担当者と一

緒に、1 月 9 日に現地調査に行ってきました。現地に行く前に、担当者から写真や図面などの資料を基に

説明を受けて、その中でも、航空写真で２０年以上前の様子が確認できにくかった土地を中心に現地を確

認してきました。○○の畑で住宅の敷地の一部のようになっていたり、数か所の畑が山林状態となり、非

農地化しているのを確認しました。担当といたしましては、調査した土地は、ここ数年での状態とは考え

にくく、地籍調査の結果のとおり、地目変更することはやむを得ないのではないかと思いました。 

 以上です。 

  

栗本副会長 

 ありがとうございました。 

何か質疑はございませんか。 

 

 

 （※「なし」の声あり） 
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栗本副会長 

質疑なしと認めます。 

 「地籍調査事業に伴う農地の地目認定に係る意見について」は、農業委員会として、諮問のありました小

松島市長あてに、地籍調査の結果に対し意見なしという内容の回答をしたいと思います。 

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１９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 ２時 １１分 

 

 

議事録署名委員     １番 山本 康信       １０番 矢野 伸二 

 

 


