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第２１回総会 議事録 
 

開催日時   平成３１年３月２８日(木曜日)  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) 

  5番 金西  章   10番  矢野 伸二   11番 江﨑 惠子   12番 大栗 栄信    

 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 日下 正治   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４条の規定による許可申請審議について 

 議案第３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４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 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第３号 非農地証明願について 

報告第４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５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 
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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、第２１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） 

 ただいまより、小松島市農業委員会 第２１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 竹内委員と１４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、５番 金西委員、１０番矢野委員、１１番江﨑委員、１２番大栗委員、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。 

  

※議案書訂正（上段の譲受人→譲渡人） 

 

◆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 

 ありがとうございます。  

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（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、農業廃止による所有権移転の申請です。 

申請地は、田 1筆、面積 1,228㎡です。 

 

譲渡人は、農地を相続いたしましたが、市外在住のために耕作が難しく、農地を手放すことを検討してい

たところ、譲受人との間で話がまとまったため、農地法第３条許可申請が提出されました。 
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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。 

 

議長 

ありがとうございます。 

担当の川瀨委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 

 

１５番 川瀨委員 

 失礼いたします。坂野の川瀨と申します。このお二方は、双方でお話し合いが出来ておりまして、何の問

題もございませんと思いますので、ご審議の程、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４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４条の規定による許可申請審議について」 

申請件数は、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、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、進入路及び車庫でございます。 

申請人は、申請地に隣接する居宅への進入路が狭く不便なため、広げてしまい、また車庫も建ててしまっ

たとのことです。この度、申請地の一部で、太陽光発電設備の計画が持ち上がり、手続きを調べる中で、
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許可を得ることなく進入路及び車庫を建築してしまったことがわかり、４条許可申請に至ったという次第

でございます。 

 

なお、農地法の知識がなかったため、許可を得ることなく建築してしまったとのことで、始末書が添付さ

れております。 

 

申請地は、市街化調整区域の農用地区域外にある農地、いわゆる白地です。 

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。 

 

今回の転用は、新たな造成等を伴うものではないため、造成費及び建築費はなしとなっておりますので、

資金の証明書等の添付はありません。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、使用貸借などはなく、同意は不要です。 

 

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、造成等を行わず、現況のまま使用するため周

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、整理番号１番の許可申請は適正であると判断します。 

以上です。 

 

議長 

ありがとうございます。 

担当の丸本委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 

 

１６番 丸本委員 

和田島の丸本です。ただいま事務局から詳しく説明がありましたが、特に問題ないと思います。特に、太

陽光発電の設備につきましては、隣接する近所のみなさんからは許可をもらっているとのことでしたので、

問題ないと思いますので、ご審議を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。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） 
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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、太陽光発電設備でございます。 

 

申請地は、先ほどの整理番号１番と同じで、面積 2,274㎡のうち、324.70㎡を進入路及び車庫に、655.71

㎡を太陽光発電設備に、残りは畑として耕作するとのことでございます。申請人は、申請地の一部を畑と

して耕作しておりますが、耕作できていない部分の農地を有効活用するために、太陽光発電設備を設置す

る計画を立て、今回の申請に至りました。 

 

申請地は、市街化調整区域の農用地区域外にある農地、いわゆる白地です。 

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、家族名義の○○及び○○の残高証明書、今回の転用費用として

使用することへの同意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、使用貸借などはなく、同意は不要です。 

 

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、整地のみで造成は行わず、隣接する土地は道

路や宅地であるため、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、整理番号２番の許可申請は適正であると判断します。 

以上です。 

 

議長 

ありがとうございます。 

担当の丸本委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 

 

１６番 丸本委員 

最初の整理番号１番と一緒に説明しましたけども、この件につきましても、先ほど言いましたけれども、

近隣の、近所からも了解をもらっているとのことで、特に問題ないと思いますが、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、原案どおり可決と認めます。 

以上で、議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請審議について」を終了いたします。 

引き続き、議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請審議について」 
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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４ページから８ページをご覧ください。 

議案第３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２５件、３８筆です。 

 

◆議案書にそって、所在地、地目、面積、譲受人（賃借人）、譲渡人（賃貸人）、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、公衆用道路でございます。 

 

申請地は、圃場の東詰にあり、公衆用道路の行き止まり部分に接しております。現在、農耕車両はバック

で後退せざるを得ず、利便性が悪いため、申請地を車両の回転場（公衆用道路）として使用したいと考え

ていたところ、所有者との間で話がまとまったため、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、おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地区域内にある農地であることから、 

第１種農地と判断されます。 

申請地は公衆用道路を目的としておりますが、農業用道路の一部であり、農業用施設として使用するため、

第１種農地の不許可の例外に該当します。 

 

転用を行うために必要な資力については、○○より残高証明書が添付されており、資金調達の見込みがあ

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、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、○○土地改良区の意見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、田面を公衆用道路の高さまで山土にて嵩上げ

し、隣接農地との境界は土砂が流出しないように石垣で区画するため、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。 

以上です。 

 

議長 

 ありがとうございます。 
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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 

 坂野の舩越です。改良区の回転場として使う申請で、別に何ら問題ないと考えておりますので、審議の程

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。 

 次の整理番号２番から６番については、同一の転用目的となりますので、申請内容を一括して説明、審議

としてよろしいでしょうか。 

 

 （※「異議なし」の声あり） 

 

議長 

 では、事務局は、整理番号２番から６番の申請内容について説明してください。 

 

事務局（主幹） 

 整理番号２番から６番の申請内容について説明いたします。 

転用目的は、店舗（コンビニエンス・ストア）でございます。 

賃借人は、全国的にコンビニエンス・ストアをチェーン経営しており、徳島県内でも多数の店舗を展開し

ておりますが、申請地周辺では、多数の集落があるにもかかわらず、コンビニエンス・ストアが１店もあ

りません。申請地は、交通量が多い国道等に面し、十分な駐車場の面積が確保できる土地であること、申

請地の地域住民の便益に資すること、交差点の角地で十分な集客が見込めること、土地所有者がかねてよ

り、農地の処分や有効活用を検討していたところ、この度の農地転用に賛同していただけたこと等から、

申請地を選定し、許可申請に至ったということでございます。 

 

申請地は、市街化調整区域の農用地区域外にある農地、いわゆる白地です。 

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。 

 

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。 
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なお、○○土地改良区の意見書及び○○協議会の排水同意書が添付されております。また、整理番号２番、

３番及び６番につきましては、地役権が設定されているため、地役権設定権者の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、造成は山土にて盛土整地を行い、造成高は申

請地西側の国道より等高またはそれ以下とし、雨水の流れには十分配慮いたします。また、周囲にはコン

クリート構造物を新設し、敷地内には排水溝を設置して、雨水、雑排水、汚水の処理には万全を期すとの

ことですので、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番から６番の許可申請は適正であると判断します。 

なお、担当の金西委員が本日は欠席でございますので、事前に、問題はないという意見をいただいており

ます。 

以上でございます。 

 

議長 

 ありがとうございます。 

 それでは、整理番号２番から６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番から６番については、原案どおり可決相当と認めます。 

 次の整理番号７番から３６番につきましても、同一の転用目的となりますので、申請内容について一括し

て説明、審議としてよろしいでしょうか。 

 

 （※「異議なし」の声あり） 

 

議長 

 では、事務局は、整理番号７番から３６番の申請内容について説明してください。 

 

事務局（主幹） 

 整理番号７番から３６番の申請内容について説明いたします。 

転用目的は、店舗用地でございます。 

賃借人は、複合商業施設として、中国、四国で店舗を展開しており、小松島市においてもすでに○○町に

出店しております。 

申請地のある○○地区は、小松島市都市計画マスタープランの土地利用構想の中で幹線道路沿いの郊外計

画的土地利用ゾーンと位置付けられており、国道５５号に隣接し、交通の利便性が高い地域でございます。

また、申請地の周辺は、道路や既存住宅地に囲まれているため、開発による周辺農地への影響も少ないも

のと考えられます。このため、地域周辺の既存の大型商業施設等と連携しながら小松島市、近隣市町村と

の交流を図るのにふさわしい地区と考え、申請地を選定し、転用許可申請に至った次第でございます。 

 

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。 
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転用を行うために必要な資力については、○○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。 

 

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、整理番号１３番、１４番、

２０番、２１番に利用権が設定されていたため、解約の手続きをしております。 

また、整理番号２７番につきましては、農地を許可を得ることなく宅地化していたため始末書が添付され

ております。 

また、整理番号２５番につきましては、平成２１年３月１９日付け徳島県指令第５１３号にて、露天駐車

場として 4 条許可が下りておりましたが、農地のままでおいていたため、今回の転用許可申請に併せて、

４条許可の取消届が提出されました。 

整理番号２８番と３１番につきましては、地役権が設定されていたため、地役権設定権者の同意書が添付

されております。 

なお、○○土地改良区の意見書及び○○協議会、○○土地改良区、○○土地改良区の放流同意書が添付さ

れております。ただし、整理番号８番と３５番につきましては、○○土地改良区からの意見書も提出され

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、造成は山土にて盛土整地を行い、東側に農地

がありますが、周囲はコンクリート擁壁により区画いたしますので、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７番から３６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。 

担当の高井委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 

 

１９番 高井委員 

 大林町の高井でございます。特に問題はないように思いますので、ご審議の程、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７番から３６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７番から３６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３７番の申請内容を説明してください。 

 

事務局（主幹） 

 整理番号３７番の申請内容について説明いたします。 

転用目的は、太陽光発電施設でございます。 
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賃借人は、主に不動産に関する事業及び太陽光発電に関する事業を営んでおります。この度、太陽光発電

及び売電を計画し、適地を探していたところ、日射量を確保でき、周辺農地にも支障がない申請地の所有

者との間で、賃貸借の話がまとまったため申請に至りました。 

 

申請地は、市街化調整区域の農用地区域外にある農地、いわゆる白地です。 

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、○○より残高証明書が添付されており、資金調達の見込みがあ

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、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、○○土地改良区の意見書及び○○協議会の排水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、申請地は、高く盛土する必要がないことから、

クラッシャーランで整地し、雨水は地下浸透により処理いたします。処理しきれない雨水は、東側、南側

の既設水路に放流いたします。また、申請地に隣接する土地は道路、水路、ため池となっており、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３７ 番の許可申請は適正であると判断します。 

なお、担当の江﨑委員が欠席されておりますので、事前に、特に問題はないとの意見を伺っております。

以上でございます。 

 

議長 

 ありがとうございます。 

 それでは、整理番号３７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３７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３８番の申請内容を説明してください。 

 

議長 

事務局は、整理番号３８番の審議内容を説明してください。 

 

事務局（主幹） 

 整理番号３８番の申請内容について説明いたします。 

転用目的は、瓦置場でございます。 

 

譲受人は、事務所、車庫及び旧瓦製造工場を利用して屋根葺瓦業を営んでおり、近くで瓦置場を探してい

たところ、自己所有地の地続きで角に当たる申請地の所有者と売買の話がまとまり、申請に至りました。 
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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、○○より残高証明書が添付されており、資金調達の見込みがあ

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、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。 

 

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、造成は山土にて盛土を行い、申請地の周辺に

は北側の宅地以外は農地ですが、申請地との間に道路と水路があり、また申請地と周辺農地との高低差は

４メートルほどあることから、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３８ 番の許可申請は適正であると判断します。 

以上です。 

 

議長 

 担当の矢三委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 

 

７番 矢三委員 

 新居見担当の矢三です。今、事務局の方から説明があった通りなので、問題ないと思いますので、審議の 

程、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３８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３８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３号を終了いたします。 

引き続き、議案第４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９ページをお開きください。 

 議案第４号「農用地利用集積計画案審議について」 

 申請総数は、３６件、１００筆です。 
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◆議案書にそって、権利の種類、権利を設定する者、権利の設定を受ける者、権利を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。 

 １０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４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４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  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第３号  非農地証明願について 

報告第４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５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、５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） 

議案書の１８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、届出受付日、受付番号、 

受理通知日、受理番号を朗読 
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整理番号１番は、田１筆の面積３，４３２㎡で、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。 

 

事務局（次長） 

議案書の１９ページをご覧ください。 

報告第２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４件、５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。 

 

事務局（次長） 

議案書の２０ページをお開きください。 

報告第３号『非農地証明願について』 

申請件数１件、１筆です。 

 

◆議案書にそって、所在地、地目、面積、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、平成８年４月２３日撮影の航空写真では駐車場及び家屋が建てられており、現地確認の

結果も駐車場及び建物敷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。 

 

事務局（次長） 

議案書の２１ページをお開きください。 

報告第４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、４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 
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届出を受理しました。 

なお、２２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２３ページをお開きください。 

報告第５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４件、７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３１年２月

２６日付け、農技セ第８５５号にて事務局に通知がありました。認可年月日は平成３１年２月２６日です。 

２４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。まず、はじめに「平成３０年度２月分（平成３１年２月）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） 

小松島農業振興地域整備計画の変更（いわゆる農振除外）についてですが、以前にもご説明したとおり、

来年度の平成３１年度は、農業振興地域整備計画の全体見直しに伴い、前期・後期の年２回の申請受付を

行いませんので、前倒しで、この２月に申請の受付したものでございます。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ので、宜しくお願いい

たします。今回の除外申請件数は、６件１０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、担当委員を朗読 

 

事務局（主幹） 

 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、 
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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、４月１２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５名で、整理番号１番は谷崎委員（１件１筆）、整理番号２番は湯浅

委員(１件２筆)、整理番号３番は矢三委員(１件４筆)、整理番号４番と５番は栗本委員(２件２筆)、整理番号

６番は丸本委員(１件１筆)であります。 

なお、配布しております資料の農用地利用計画変更一覧表は、会の終了後に回収させていただきますので 

ご協力をお願いいたします。 

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２１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 ２９分 

 

 

議事録署名委員     ３番 竹内 信行       １４番 舩越 康博 

 


