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第３１回総会 議事録 
 

開催日時   令和２年１月３０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) 

  9番 湯浅 友子   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   3区 日下 正治   3区 椋本 明治   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４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 買受適格証明後の農地法第３条第１項の規定による許可申請の許可決定について 

報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

報告第３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 

 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について 

 令和元年度 農地賃借料情報について 
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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３１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、４番 原委員と１３番 田川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、９番 湯浅委員、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） 

 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、５件、６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ご説明いたします。 

 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１，５４５㎡です。 

譲渡人は、高齢のため農業の廃止を考え、農地の買い手を探していたところ、地元の大規模営 

農者である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、所有する農地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。 

担当の田川委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 
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１３番 田川委員 

 担当の田川です。しっかりした農業従事者なので、何も問題ないと思います。みなさん、ご審 

議の方、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（次長） 

 申請にかかる審議内容についてご説明いたします。 

 整理番号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１筆、面積６３５㎡です。 

 

譲渡人は高齢のため耕作が難しく、利用権の賃貸借で耕作をしてもらいながら、買い手を探し 

ていたところ、○○支店の近くで農地を探していた譲受人との間で売買の話がまとまり、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、所有する農地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。 

 

また、株式会社などの法人が農地を取得する場合は、農地所有適格法人の要件を満たす必要が 

ありますが、譲受人は農地所有適格法人の要件を備えていることを提出書類により確認してお 

ります。 

以上です。 

 

議長 

ありがとうございます。 

担当の江﨑委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 

 

１１番 江﨑委員 

 立江の江﨑です。たまたまここは、うちが耕作させてもらっていたところなんですけど、○○ 

の圃場整備のところで、上で太陽光をして、下でみょうがとか、背の低い野菜を作るということ 

で、○○の人ということでした。小松島市では初めてと思うんですけど、市役所で転用見込みに 

ついて確認したり、資料もいっぱい持って来ておりましたので、確認しました。 
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ご審議、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。 

引き続き、事務局は、整理番号３番及び４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ご説明いたします。 

 整理番号３番及び４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２，６８２㎡です。 

 

譲渡人は、高齢のため、農業経営の規模を縮小するために、買い手をさがしていたところ、○○ 

支店の近くで農地を探していた譲受人との間で売買の話がまとまり、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、所有する農地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。 

 

なお、農地所有適格法人の要件につきましては、先ほど整理番号２番でご説明した通りです。 

 

以上です。 

 

 

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。高齢者のため、農業が作れないということで、後継者も娘さんが 

いますが、一人では作れないということで、譲るようになったようです。何も問題ないと思い 

ますので、宜しくご審議お願いします。  

 

議長 

 ありがとうございます。 
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それでは、整理番号３番及び４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番及び４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５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ご説明いたします。 

 整理番号５番は、労力不足による所有権移転の申請です。 

申請地は、田１筆、面積２，１６７㎡です。 

 

譲渡人は労力不足のため、長年にわたり譲受人に申請地の耕作をお願いしておりましたが、こ 

の度譲受人との間で売買の話がまとまり、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、所有する農地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。 

担当の金西委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 

 

５番 金西委員 

 担当の金西です。５番につきましては、高齢による労力不足で、特に問題ないと思いますので、 

 ご審議の程お願いいたします。  

 

議長 

 ありがとうございます。 

それでは、整理番号５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５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６番の申請内容を説明してください。 

 

事務局（次長） 
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 申請にかかる審議内容についてご説明いたします。 

 整理番号６番は、相手方の要望による所有権移転の申請です。 

申請地は、田１筆、面積４９５㎡です。 

 

譲渡人は、農地の買い手を探していたところ、申請地の隣接地を競売にて購入した譲受人との 

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、所有する農地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。 

担当の栗本委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 

 

６番 栗本委員 

 特別、問題がないと思いますので、みなさん、ご審議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６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（局長） 

 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、１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番及び２番の申請内容を説明してください。 
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事務局（局長） 

 整理番号１番及び２番の申請内容について説明いたします。 

 転用目的は、駐車場及び農作業スペースでございます。 

 

申請人は、家族が増えたため、駐車スペースの確保が難しくなり、また農作業スペースの確保 

もできないため、自宅に隣接している申請地を転用するため、４条許可申請に至りました。 

 

なお、申請地の○○の一部、１９６．４０㎡につきましては、昨年の４月に農業用倉庫の建築 

による４条届出の受理済みで、今回の申請は、その残地について出されたものです。 

 

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。 

 

今回の転用は、整地のみで、新たな造成等を伴うものではないため、造成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。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、整地のみで、造成を行わず、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番及び２番の許可申請は許可やむを得ないと判断します。 

 

なお、担当の湯浅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。 

申請地は、昨年、農業用倉庫で４条届出した残地であり、特に問題はないとのご意見をいただ 

いております。 

以上です。 

 

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。 

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（局長） 



8 

 

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、３４件、９５筆です。 

  

 ◆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。 

 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。 

報告第１号 買受適格証明後の農地法第３条第１項の規定による許可申請の許可決定について 

報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

報告第３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 

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） 
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議案書の１２ページをお開きください。 

報告第１号『買受適格証明後の農地法第３条第１項の規定による許可申請の許可決 

定について』 

申請件数２件、４筆です。 

 

◆議案書にそって、所在地、地目、面積、申請者、申請事由、申請受付日、受付番号、許可年月 

日、許可番号を朗読 

 

整理番号１番から４番につきましては、すべて令和元年１０月開催の第２８回総会の議案第５ 

号にて、競売に係る買受適格証明の交付の審議と併せて、落札後、特に状況に変わりがなけれ 

ば、改めて総会で議決することなく、３条が許可されるということをご承認いただいておりま 

す。 

 

添付書類を含め審査した結果、すべて完備しており、買受適格証明の交付時の状況と変更がな 

いことを確認しましたので、３条を許可したことをご報告いたします。 

 

事務局（次長） 

議案書の１３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７号の規定による届出について』 

届出件数２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番は畑２筆の合計面積８６９㎡で、隣接する宅地も併せて利用する形で、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３番は畑１筆の面積８３㎡で、届出地は譲受人の住宅敷地の裏手にあり、周囲は住宅で 

囲まれているため、譲受人以外の利用は難しい状況でした。そこで、宅地の拡張として、売買で 

の５条届出が出されました。 

 

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、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１４ページをご覧ください。 

報告第３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１件、１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 
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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１５ページをお開きください。 

報告第４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番については、平成８年４月１３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。 

 

事務局（次長） 

議案書の１６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２件、２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、１７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１８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３件、１４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、令和元年 
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１２月１３日付け、農技セ第７３７号にて事務局に通知がありました。認可年月日は令和元年１２ 

月１３日です。 

１９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、その他の案件の審議に移ります。 

はじめに、「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議」について、事務局より説明をお願いしま 

す。 

 

事務局（次長） 

 お手元の資料「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議」をご覧ください。 

 

 このことにつきましては、昨年１０月に農業委員会会長の不祥事が続けて発生したことを受けま 

して、昨年の１１月２８日に開催された全国農業委員会会長代表者集会におきまして、改めて農 

業委員会組織として、綱紀粛正の徹底を図っていくことが確認され、全国の農業委員会において 

も法令遵守の申し合わせ決議を行うこととなりました。 

 

従いまして、本農業委員会におきましても、お配りいたしました「農業委員会の法令遵守の申し 

合わせ決議」の内容について、ご審議をお願いしたいと思います。それでは、申し合わせ決議文 

の朗読をさせていただきます。 

 

（朗読） 

 

以上の内容について、ご賛同いただき、今後の委員会活動において法令遵守の徹底をお願いした 

いと思います。 

また、この申し合わせ決議につきましては、今後、継続して行い、啓発に取り組んでまいりたい 

と思いますので、毎年度１月開催の総会にて、同様の申し合わせ決議を行いたいと考えておりま 

す。 

 以上です。 

 

議長 

 ただいま事務局より説明がありました。 

何か質疑はございませんか。 

 

 （※「なし」の声あり） 

 

議長 
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ありがとうございます。 

質疑等がないようですので、「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議」については、原案 

のとおり、承認といたします。 

引き続き、「令和元年度 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（局長） 

 それでは、あらかじめ郵送いたしました「令和２年に公開する予定の賃借料」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、令和２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「令和２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３１年１月から令和元年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６，６００ 

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。 

 

 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。 

  

 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。 

 

議長 

 ただいま事務局より説明がありました。 
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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。 

質疑等がないようですので、「令和元年度 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。 

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３１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     ４番 原 一喜       １３番 田川 貴之 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


