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第２５回総会 議事録 
 

開催日時   令和元年７月３０日(火曜日)  午後１時３０分 

 

開催場所   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) 

  10番 矢野 伸二   12番 大栗 栄信    13番 田川 貴之   15番 川瀨 益栄       

 

  (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   3区 椋本 明治      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     10区  森  博之 

 

  (事務局の出席者) 

  局長 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 
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総会開始時間   午後１時３０分 

 

議長（青木会長） 

 ただいまより、小松島市農業委員会 第２５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１６番 丸本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、１０番 矢野委員、１２番 大栗委員、１３番 田川委員、１５番 川瀨委員より、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」ですが、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」の整理番号４番から６番までと関連した 

内容となっておりますので、議案第２号の審議の際に、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 

それでは、議案第１号はとばして、先に議案第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３件、８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 

 ありがとうございます。 

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説明いたします。 

転用目的は、駐車場でございます。 

 

賃借人は、申請地の近くで病院や社会福祉施設等を複数経営しており、職員等の関係者の駐車場が 

もともと不足しているうえに、病院等の利用者の駐車場も少なく、不便をきたしていたため、近隣 

で新しい駐車場用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。 
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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、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、既存集落に接続して設置されるものであるため、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及び○○協議会の排水承諾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、西側の既設コンクリート擁壁の高さに 

併せて、山土を搬入し、整地し、排水桝を新設して、隣接の川に排水するため、周辺農地への影響 

は無いものと思われます。また、申請地の北、東側は水路、南側は市道であり、西側の隣接農地所 

有者には説明し同意をもらっているとのことです。 

 

以上のことから、整理番号１ 番から３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 

 新居見町の矢三です。ちょっとだけ今ので、事務局の方と同じなんですけど、隣の田んぼの方がな 

かなか良い返事が得られなくて、協議会の方でも話し合ってほしいということだったので、協議会 

の方に何回か集まっていただいて、セメントの畔の高さよりは高さを上にしないということを条件 

に、それだったらいいんとちがうかなということになり、両方の方にそのことを説明して、良い返 

事をいただくようになりましたので、それで、審議の程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） 

 

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。 

次の整理番号４番から６番は、議案第１号と関連する内容となっておりますので、先ほどご了承い 

ただきましたとおり、一括審議といたします。事務局は、議案第１号及び議案第２号の整理番号４ 

番から６番の審議内容について説明してください。 
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事務局（局長） 

 それでは、まず、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、３筆です。 

 

 ◆議案書にそって、所在地、地目、面積、権利の設定をする者、権利の設定を受ける者、申請内容、 

申請受付日、受付番号を朗読 

 

続きまして、先ほども読み上げましたが、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」 

 申請件数は、３件、８筆ですが、このうち整理番号４番から６番までをご覧ください。 

 

 ◆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 

 

議案第１号につきましては、整理番号１番から３番までで、田３筆、合計面積３，４５０㎡に、営 

農型太陽光発電設備の設置ため、３年間の区分地上権を設定するものです。区分地上権とは、地下 

又は空間に上下の範囲を定めて、工作物を所有するために設定する権利です。今回の場合は、工作 

物が、太陽光発電設備のパネル部分ということになります。 

 

営農型太陽光発電とは、農地に簡易な構造で容易に撤去できる支柱を立てて、太陽光発電設備を設 

置し、その下部では営農を継続するという形でございます。詳しくは、５条の一時転用の際にご説 

明いたしますが、農地所有者の方が、営農型太陽光発電設備の設置者と異なる場合は、５条許可申 

請と同時に３条を申請し、区分地上権を設定する必要があることから、今回の申請となりました。 

この区分地上権の設定の許可基準は、農地法第３条第２項各号の要件を満たす必要はなく、権利が 

設定される農地及びその周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがなく、かつ、当該農地 

をその目的に供する行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていると認められる場合に限り許 

可するものとされております。 

  

この２つのうち、営農条件に支障を生ずるおそれがあるかについては、５条の一時転用許可の判断 

の際にも確認することとなっておりますが、造成等は行わず、隣接農地所有者からの同意を得てい 

るため、問題はないものと思われます。また、万が一、被害が生じた場合には、使用借人が責任を 

持って解決するとのことです。次に、賃借人等の権利者の同意の有無についてですが、現段階で賃 

借人等はいないため、３条許可にあたって問題はないと思われます。 

 

なお、３条は農業委員会会長の許可で、５条は県知事の許可となりますので、この３条の許可は５ 

条の許可が県から下りるのを待って、同時に許可するようになります。 

議案第１号については以上です。 

 

続きまして、議案第２号の整理番号４番から６番について、ご説明いたします。 

転用目的は、営農型太陽光発電設備の支柱部分に係る一時転用で、期間は３年間でございます。 

 

小松島市では、初めての営農型太陽光発電設備の許可申請となりますので、はじめに、許可基準の 

概要についてご説明いたします。 

 

 営農型太陽光発電の設備を設置する場合の許可基準といたしまして、通常の立地基準や一般基準の 
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ほか、いくつか条件がございます。 

 

支柱は簡易で容易に撤去できる構造とし、申請に係る面積が必要最小限であり、下部の農地面積に 

おける営農の適切な継続が確実で、パネルの角度、間隔等からみて農作物の生育に適した日照量を 

保つための設計となっており、支柱の高さ、間隔等から農作業に必要な機械等を効率的に利用して 

営農するための空間が確保されていると認められていること、支柱を含め発電設備を撤去するのに 

必要な資力及び信用があると認められることなどです。 

 

また、許可を受けた者は、毎年２月末日までに、農作物の状況を報告することになっており、この 

報告内容が適切であるかについて、知見を有する者の確認を受けることとされております。営農が 

適切に行われない場合、発電事業が廃止される場合等には、営農型太陽光発電設備の撤去を指導す 

るようになります。 

なお、営農の適切な継続が認められる場合は、再度一時転用許可を行うことが可能となっておりま 

す。 

 

これらを踏まえたうえで、具体的な内容の説明に移ります。 

申請地は、田３筆で、合計面積は、３，４５０㎡のうち支柱を設置する部分の面積だけの転用とな 

りますので、２．７５６㎡となります。こちらは、市街化調整区域の農用地区域内にある農地であ 

るため、市農林水産課に農業振興地域整備計画への支障について意見を求め、問題ないとの回答を 

得ております。また、農地区分は、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が、営農型太陽光発電の場合は、基準等を満たす 

場合には、第１種農地での設置が可能となっております。 

 

転用を行うために必要な資力については、太陽光発電設備の撤去費用も含めて確認する必要があり 

ますが、撤去費用も含めた金額の○○の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。 

先ほどの３条許可の際にも触れましたが、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、造成等はしないため、問題はないも 

のと思われます。また、隣接農地所有者からの同意も得られており、万が一、被害が生じた場合 

には、使用借人が責任を持って解決します。 

 

また、営農計画書によると、作付予定は水稲で、支柱の高さは、最低で２．５メートル、最高で 

３．０メートルで、国の示す基準を満たしており、支柱の間隔も４．２～４．５メートルと農業 

機械が使用できる幅を確保しております。また、太陽光発電設備の下部での単収は、地域の平均 

的な単収の９割以上を見込んでおり、こちらも国の示す基準である８割以上をクリアしておりま 

す。加えて、知見を有する者の意見書によると、遮光率も申請地での水稲の栽培に問題ないとの 

検証結果が出ております。 

 

なお、農地所有者は、法人化して今後の耕作を行っていくとのことで、今月の案件の中で、議案 

第３号の「農用地利用集積計画案審議について」で利用権の設定に係る書類が提出されておりま 

す。 

以上のことから、整理番号４番から６番の許可申請は適正であると判断します。 

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。坂野町の舩越です。先日現地確認したところ、営農型太陽光発電ということで、近隣の水田 

等にも迷惑はかからないという説明だったので、許可をお願いしたというところの様です。  

 

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号の整理番号４番から６番までの審議に入ります。何か質疑 

はございませんか。 

 

椋本推進委員 

 縦にするやつやな？ 

 

事務局（局長） 

 下で水稲をして、上で太陽光パネルを張るっていうやつで、今現在、○○市の○○の近くですかね、 

今現在してるところがあります。今回の転用者がしてるわけではないんですけども。支柱を立てて、 

こう４メートルぐらいで立てて、今回はその下で水稲をする。営農型は水稲だけでなくて、他の作 

物でもいけるんですけども。ただ、その基準ていうのが、先ほど説明させていただいたんですけど 

も、その地域でできる作物の８割以上を確保してくださいというのが、一つの許可基準になって、 

営農計画書を出していただく。今回の場合は、徳島県の平均水稲単収が４７０キロということで、 

それだったら８割は４００キロ切ってくると思うんですけど、計算によると４３７キロぐらいは取 

れるということで、計画の方を出してきていただいているので、８割以上取れれば、次回も許可で 

きるというか、そういう形でできるかなというか。今回３年という形で、毎年それをできるかどう 

かというのを確認した資料を出していただいて、営農がちゃんとできているかどうかを確認して、 

次回、また審議という形になります。 

 

１６番 丸本委員 

 支柱が４メートルということだったんですけど、強度的にはどうなんですか。台風とか。 

 

事務局（局長） 

 そうですね。アルミで、風速３２メートル、計算上では書いてましたので、それぐらいは耐えれる 

という形の計算をいただいております。 

 

岡﨑推進委員 

 今、下は何か植えとん。 
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事務局（局長） 

 今回の場合は、水稲をするということで。今もやってて、そのまま、今回刈り取ったあとで、許可を受け

たやつで、支柱を立てて、支柱を立てた残りの部分で水稲をするという計画を立ててます。 

 

３番 竹内委員 

 ３年でまた、こう、見直しするん。 

 

事務局（局長） 

 そうですね。一時転用の３年という形ですので、３年終わったらまたもう一回、同じような内容で審議す

るという形になります。 

 

議長 

 それでは、異議なしでよろしいでしょうか。 

 

（※「なし」の声あり） 

 

議長 

ありがとうございます。 

それでは、他に質疑がないようですので、議案第１号及び議案第２号の整理番号４番から６番につい 

ては、原案どおり可決と認めます。 

事務局は、引き続き、整理番号７番及び８番の審議内容を説明してください。 

 

事務局（局長） 

 整理番号７番及び８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。 

 

譲受人は、太陽光発電事業を行う会社を経営しており、事業を行うための最適地を探していたとこ 

ろ、周囲に高い建物や山等がなく、比較的平坦な土地として、申請地の所有者との間で、売買の話 

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、譲受人の経営する会社名義の○○の残高証明書及び会社 

の資金を譲受人の転用費用に使用することについての契約書が添付されているため、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、申請地の現状地盤を転圧して整地して、 
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除草シートを設置し、雨水は地下浸透により処理します。また、申請地は住宅地に囲まれているた 

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７番及び８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、この件について事務局から説明がありましたけれども、説明のとおり 

でございまして、特に問題ないと思いますので、ご審議の程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７番及び８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番及び８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（次長） 

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、１３件、４１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 
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   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 

ありがとうございます。 
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 

以上、２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』 

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２７０㎡で、申請内容は宅地としての４条届出になります。所有者は、 

保佐人が選任されており、保佐人から４条届出が提出されました。 

 

なお、所有者は、すでに農地を宅地として使用してしまっていたため、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９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』 



10 

 

届出件数３件、３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番及び２番は、所有者は違いますが、申請内容は同じで、それぞれ田１筆の面積 

１，１２１㎡、田１筆の２２２㎡で、長屋住宅用地として、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３番は、田１筆の面積９７７㎡で、宅地分譲用地として、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。 

 

以上で議案外の報告を終わります。 

 

議長 

ありがとうございます。 

ただいま、事務局より議案外２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 

ありがとうございます。 

質疑なしと認めます。 

 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２５回総会を閉会いたします。この後、事務局より研修がございますの 

で、宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

総会終了   午後２時９分 

 

 

議事録署名委員     ５番 金西 章       １６番 丸本 公一 

 


