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第２６回総会 議事録 
 

開催日時   令和元年８月２９日(木曜日)  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) 

  3番 竹内 信行      4番 原  一喜    5番 金西  章      7番 矢三 明子              

10番 矢野 伸二   11番 江﨑 惠子   14番 舩越 康博   16番 丸本 公一    

 

  (農地利用最適化推進委員の出席) 

  1区 庄野 博美   4区 松浦 義博   5区 辻  義徳   5区 宮田 芳和   

 6区 山田 卓志   7区 髙岡 茂樹   7区 黒田 敬司   8区 内多 泰美   

9区 吉積 幸二     10区 宮城  仁      

   

 

  (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 相続税の納税猶予に関する適格者証明書について  

 

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申請書の補正願について 

報告第４号  農地移動適正化斡旋の中止について 
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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２６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、８番 谷崎委員と１７番 川嵜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、３番 竹内委員、４番 原委員、５番 金西委員、７番 矢三委員、１０番 矢野委員、 

１１番 江﨑委員、１４番 舩越委員、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、２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番及び２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番及び２番は、労力不足による所有権移転の申請です。 

申請地は、田２筆、合計面積１，２５０㎡です。 

 

譲渡人は、労力不足のため農地の処分を検討していたところ、折よく、申請地の近隣に住む譲受 

人との間で売買の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。 

 

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。 

担当の湯浅委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 
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９番 湯浅委員 

 説明していただいたとおりでございまして、別に問題ないと思いますので、宜しくご審議くだ 

さい。 

 

議長 

 ありがとうございます。 

それでは、整理番号１番及び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１番及び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（局長） 

議案書の３ページ及び４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、１８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（局長） 

 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、資材置場及び倉庫でございます。 

 

譲受人は、昭和５７年から現在の場所で建築土木業を営んでおりましたが、事業の拡大に伴い、資 

材置場等が必要となったため、平成元年に申請地を当時の所有者から借りて、資材置場及び倉庫 

として使用しておりました。その後、当時の所有者が亡くなり、相続人である譲渡人と譲受人の 

間で申請地の売買の話がまとまったため、追認として５条許可申請が提出されました。なお、資 

材置場等として使用開始した当時、転用許可申請をすべきところ、農地法の知識がなかったため、 

許可を得ることなく使用していたとのことですので、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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申請地は、許可後も、現状のまま使用するとのことで、造成費及び建築費はなしとなっており、 

資金の証明書等の添付はありません。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、賃借権、使用貸借などは無く、同意は不要であります。また、○○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、新たな工事を行わず、現況のまま使 

用し、周囲は、宅地、市道、水路に隣接しているため、周辺農地に被害を及ぼすことはないと思 

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。 

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 

 今、説明いただいたように、現地も確認しましたが、何も問題ないと思います。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、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（局長） 

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・駐車場でございます。 

譲受人は、申請地の周辺で作業所、資材置場等を借り、主に墓石や石材の加工業を営んでおりま 

す。 

この度、現在使用している資材置場が手狭になったため、適地を探していたところ、現在の資材 

置場等に近い申請地を譲り受ける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。 
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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。 

 

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、周囲にコンクリート擁壁を施工して、 

改良土や山土で造成するため、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２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、事前にご意見をお伺いしておりますが、 

現地も見に行きましたが、問題はないと思います、とのことでございました。 

以上です。  

 

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番から１８番の申請内容を説明してください。  

 

事務局（局長） 

 整理番号３番から１８番の申請内容について説明いたします。 

転用目的は、農業施設の整備に係る一時転用で、転用期間は、許可後２年間でございます。 

 

賃借人は、農業法人を営んでおりますが、この度、賃借人が生産する高糖度トマトの需要増加に 

対応するため、現在使用しているハウスの近隣で最新の複合環境制御温室を導入する計画が持ち 

上がり、複数の地権者に交渉したところ、話がまとまったために、申請に至りました。なお、最 

終的には、農業施設が整備されますが、今回の一時転用は、造成部分に係るものとなります。詳 

しくは、後ほどご説明いたします。 

 

申請地は、市街化調整区域の農用地区域内にある農地であり、原則不許可となりますが、今回の 

一時転用は、農業施設の建築のために田を造成するためのものでございますので、一時転用の期 

間終了後も農地として使用する事業計画となっており、農業振興地域整備計画の達成に支障はな 

いとの小松島市長の意見書が添付されていることから、不許可の例外に該当いたします。 

 

転用を行うために必要な資力につきましては、今回の一時転用に係る工事は、中国四国農政局那 
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賀川農地防災事業所による那賀川農地防災事業に伴う発生土を利用して行うため、賃借人の費用 

負担はございません。なお、発生土とは、坂野幹線水路水質改善施設等工事で発生した農地の表 

土等でございます。この那賀川農地防災事業に伴う発生土の搬入は、時期が決まっているため、 

農業施設の整備を二段階に分け、先に一時転用で造成し、次の段階として一時転用完了後に、届 

出や転用許可を経て施設の建築をするという計画でございます。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 

は、賃借人以外の第三者による賃借権、使用貸借などは無く、同意は不要であります。また、〇〇 

土地改良区及び○○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、造成については、盛り土や土留によ 

り土砂の流出を防止し、雨水は大半は地下浸透ですが、残りは近くの水路に放流します。また、 

隣接農地とは０．８メートルほど空ける計画のため、周辺農地への影響は無いものと思われます。 

 

それから、計画地のちょうど真ん中ぐらいに水路が通っておりますので、こちらは市都市整備課 

と協議し、付替水路を整備するとのことでございます。 

 

以上のことから、整理番号３番から１８番の許可申請は適正であると判断します。 

 

なお、担当の舩越委員が本日は欠席でございますので、事前にご意見をお伺いしておりますが、 

国の事業で埋め立てるため問題ないと思います、とのことでございました。 

 

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番から１８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番から１８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「相続税の納税猶予に関する適格者証明書について」 

 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５ページをお開きください。 

 議案第３号「相続税の納税猶予に関する適格者証明書について」 

 申請総数は、１件、１筆です。 

  

◆議案書にそって、特例適用農地、被相続人、相続人、申請内容、申請受付日、受付番号を朗読 
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議長 

 事務局は、整理番号１番の申請内容について説明してください。 

 

事務局（次長） 

 整理番号１番の申請内容について、ご説明いたします。 

相続税の納税猶予に関する適格者証明書は、相続した農地に係る相続税の納税猶予を受けるた 

めに税務署へ提出する証明になります。 

 

被相続人である○○さんから、相続人である○○さんに相続された農地でございます。 

申請農地については、相続人である○○さんが農地として耕作していることを確認しておりま 

す。 

以上でございます。 

 

議長 

ありがとうございます。 

担当の山本委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 

 

１番 山本委員 

今ご説明のとおり、今年も農業をしてお米を作っておりましたので、本人もお父さんの後を継い 

で農業を継続するという意思もありますので、問題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５条の規定による許可申請書の補正願について 

報告第４号  農地移動適正化斡旋の中止について 

 

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』 

届出件数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２８㎡で、宅地としての４条届出になります。 

  

なお、こちらは、すでに宅地として使用していたことから、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ページ及び８ページをご覧ください。 

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５件、１８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番から３番は、譲渡人はそれぞれ違いますが、譲受人は同じで、地目はすべて田で、 

面積はそれぞれ９１３、６６２、１８７㎡で、周辺の雑種地などを併せて利用する形で、専用 

住宅（宅地分譲）としての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４番から７番につきましては、田４筆で、合計面積は３，１７１㎡で、譲渡人はそれ 

 ぞれ違いますが、譲受人は同じで、太陽光発電施設としての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８番から１８番につきましては、田１１筆で、合計面積１０，００２㎡で、譲渡人は 

８名いらっしゃいますが、譲受人は同じで、こちらも太陽光発電施設としての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。 

 

 



9 

 

事務局（次長） 

議案書の９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申請書の補正願について』 

願出件数１件、１筆です。 

 

◆議案書にそって、所在地、地目、面積、譲渡人、相続人、申請内容、申請受付日、受付番号、 

 補正願出日、受付番号を朗読 

 

整理番号１番は、平成３１年２月２７日に、農地法第５条の規定による許可申請書が提出されて 

おりましたが、その後、譲渡人の○○さんがお亡くなりになりました。相続人の○○さんは、今 

回の転用に異議がないとのことで、譲渡人名を○○さんから○○さんへ変更するための補正願が 

提出されましたので、提出書類の内容を確認し、県へ送付済みであることをご報告させていただ 

きます。 

 

事務局（次長） 

議案書の１０ページをご覧ください。 

報告第４号『農地移動適正化斡旋の中止について』 

申出件数３件、５筆です。 

 

◆議案書にそって、あっせんする農地、所有者、申請受付日、受付番号、顛末書提出日、受付番 

号、あっせん終了通知日、あっせん結果を朗読 

 

これらの案件に関しましては、１年以上、案件によっては２年以上の期間、各担当委員が、認定 

農業者をはじめ、複数名のあっせん候補者となれる方に対し、働きかけを行っていただきました 

が、話がまとまらず、この度、斡旋顛末書が提出され、不成立となりました。 

 

提出書類を審査した結果、すべて完備しておりましたので、各あっせん申出者には、斡旋終了通 

知書を送付いたしました。 

 

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。 

 

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２６回総会を閉会いたします。この後、事務局より事務連絡及び研修がございま 
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すので、宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会終了   午後２時５分 

 

 

議事録署名委員     ８番 谷崎 賢二       １７番 川嵜 須美子 

 

 

 

 

 


