徳島市農業委員会総会農地関係議事録
徳島市農業委員会総会農地関係の開催については、次のとおりである。
１ 日

時

平成３１年 ３月２８日（木） １５時１５分から書類審査
１５時３０分から開会

２ 場

所

徳島市本庁舎１３Ｆ

大会議室

３ 議事内容
付議案件
第１号議案

農地法第３条の規定による許可申請の審議について

第２号議案

農地法第４条の規定による許可申請の審議について

第３号議案

農地法第５条の規定による許可申請の審議について

第４号議案

農用地利用集積計画の承認について

報告事項
１．農地法第３条の３第１項の規定に基づく権利取得の届出について
２．農地法第３条第１項の規定に基づく権利取得の届出について
３．農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用の届出について
４．農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用の届出について
５．農地法第１８条第６項の処理について
６．農地改良届について
７．地目変更登記に係る照会に対する回答について
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４ 出席委員
農業委員
在任委員数 １９名
出席委員数 １７名
１番
岸本 昇
２番
橘 榮一
３番
天羽 俊文
４番
野口 俊廣
５番
大貝 美治
６番
金沢 敬治
７番
能田 義弘
８番
西 一
９番
久米 裕純
１０番 川人 泰博
１２番 森 政雄
１３番 品山 昌美
１４番 植田 美惠子
１５番 細川 勝義
１６番 谷川 興一
１７番 鎌田 良昭
１８番 朝田 三郎
農地利用最適化推進委員
在任委員数 １８名
出席委員数 ５名
４番
岸野 重幸
９番
増井 孝重
１２番 板東 美佐緒
１３番 髙畠 元治
１６番 浦川 昌夫
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平成３１年 ３月 徳島市農業委員会総会農地関係 議事録
平成３１年 ３月２８日 １５時１５分から書類審査
徳島市役所１３階 大会議室にて開催
（開会 １５時３０分）
議長

全委員

ただ今から、平成３１年３月徳島市農業委員会総会－農地関係を開会いたします。
本日の総会は、農業委員 1９名のうち過半を超える１７名が出席しており、会議が
成立しております。
欠席の届出がありました委員は、１１番、佐々木 永薫委員、１９番 市岡 沙織
委員です。
はじめに、議事録署名者の選任についてですが、議長名において指名することに異
議はございませんか。
異議なし。

議長

異議がないということですので、本日の議事録署名者は、４番・野口 俊廣委員、
1４番・植田 美恵子委員にお願いします。
それではこれより各議案の審議に入りますが、議案各号ごとに採決しますので、よ
ろしくお願いいたします。
では、第１号議案、農地法第３条の規定による許可申請の審議を開始します。
それでは、事務局より、議案の説明をお願いします。

事務局

それでは第１号議案、農地法第３条第１項の規定による許可申請の審議についてご
説明します。
議案書１ページをお開きください。
全ての申請について法定の添付書類は整っております。
農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しているものは見受けられないと思
われます。耕作労力・農機具の保有状況等の問題は見受けられず、また、周辺への支
障・影響を生ずる要因は特に見受けられません。
なお、許可の適否にあたり、不許可の例外規定に該当するものや、特に注意すべき
事項のある案件については、個別に説明をさせていただきます。
１番は、同世帯の農業後継者への部分贈与により、農地１筆の持分が移転されるも
のです。譲受人の耕作面積は許可後も変わらず３０a で、譲受人は対象地において、
甘藷の栽培を行うとのことです。
２番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望により農地１筆の所有権が移転される
ものです。譲受人の耕作面積は許可後、４７a に至り、譲受人は対象地において、大
根の栽培を行うとのことです。
３番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望により農地２筆の所有権が移転される
ものです。譲受人の耕作面積は許可後、１９７a に至り、譲受人は対象地において、
水稲と里芋の栽培を行うとのことです。
４番は、譲渡人から譲受人へ、労力不足による経営縮小により農地１筆の所有権が
移転されるものです。譲受人の耕作面積は許可後、５２a に至り、譲受人は対象地に
おいて、季節野菜の栽培を行うとのことです。
５番は、譲渡人から譲受人へ、相手方の要望により農地３筆の所有権が移転される
ものです。譲受人の耕作面積は許可後、７２a に至り、譲受人は対象地において、季
節野菜の栽培を行うとのことです。
第１号議案は以上５件で、対象地は、田５６８㎡、畑１，７５０．４９㎡、
計２，３１８．４９㎡です。
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ご審議をよろしくお願いします。
議長

全委員

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員
の皆様、ご意見、ご質問はありませんか。
それでは、ご発言が無いようですので採決いたします。
第１号議案の農地法第３条の規定による許可申請は、全案件を議案書のとおり許可
することに異議はございませんか。
異議なし。

議長

異議がないということですので、第１号議案については全案件を議案書のとおり許
可することに決定いたしました。
続きまして、第２号議案、農地法第４条の規定による許可申請の審議を開始します。
それでは事務局、議案の説明をお願いします。

事務局

それでは第２号議案、農地法第４条の規程による許可申請の審議についてご説明し
ます。
議案書２ページをお開きください。
まず、全ての申請について法定の添付書類は整っています。
１番から４番は、申請人はそれぞれ違いますが、事業内容が同じであるため、合わ
せて説明します。この４件は隣接した所在であり、申請人が農地改良を目的として一
時転用するものです。県の事務処理要領では「農地改良において、工事期間、工事内
容等を客観的に判断して転用行為に該当すると認められる場合は、転用許可申請を行
うよう求めるものとする。
」との記述があり、徳島市農業委員会事務局で独自に取決
めした基準に照らし合わせたところ、今回の申請内容は転用許可申請に該当すると判
断されました。立地基準については、集団農地でかつ高性能農業機械による営農に適
した甲種農地です。一般基準について、申請人は、低地で湿地である申請地での営農
を続けるため、建設発生土を有効利用する農地改良を計画しており、転用の必要性、
確実性は認められます。また、隣接農地への被害防除措置についても問題は見受けら
れませんが、１番から３番については、甲種農地であり、かつ転用面積が５００㎡を
越えているため、今月１２日に地区の委員さん２名、事務局２名、転用者側４名によ
り地区審査を実施しました。
５番は、申請人が、露天貸駐車場に転用するものです。立地基準については、他の
農地区分のいずれにも該当しない第２種農地です。一般基準について、申請人はキウ
イ栽培をしていましたが、近年になり、地元からの要望も多くなってきたため、駐車
場として利用することを計画しており、転用の必要性、確実性は認められます。
また、隣接農地への被害防除措置についても問題は見受けられませんが、現地はすで
に農地法の許可を受けずに転用行為がなされており、今後農地法を遵守する旨の始末
書の提出があります。
第２号議案は以上５件で、
田が２，９７３㎡です。
転用目的の内訳は、駐車場・資材置場４９５㎡、その他施設用地２，４７８㎡です。
以上、ご審議をよろしくお願いします。

議長

事務局の説明は以上ですが、複数の案件で地区審査を行ったということですので、
まず、実際に審査にあたった委員さんより、ご意見をいただきたいと思います。
それでは、１番から３番案件の地区審査に参加していただいた、勝占地区の天羽委
員さん、転用計画の内容等について、ご心証などはいかがでしたでしょうか。

天羽委員

今月１２日の午後１時３０分より、１番から３番の案件で地区審査を実施しました
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ので、報告します。参加者は野口委員さんと、私の委員２名、転用者側４名、事務局
２名の８名です。場所は、方上小学校から南東に約５００ｍに位置する農地で、この
あたりは、甲種農地に区分されるとのことです。
今回の申請は、土地の所有者が営農の改善向上及び農地の保全を目的とし、農地改
良を計画したものです。工事期間は３年であり、６か月を超えるため、一時転用の許
可申請の扱いとなります。
土地の造成については、一時的に表土を剥ぎ、建設発生土を搬入後に、再度耕作用の
盛土を敷きつめるとのことです。また、コンクリートの擁壁を構築し、土砂の流出を
防ぐ配慮もされています。排水についてですが、雨水は敷地内浸透を基本とし、南側
及び西側の水路へ放流するとのことです。排水の同意については、地元の勝浦川土地
改良区より、同意を得ております。
結論として、今回の転用許可申請について、被害防除措置に問題はなく、農地法上
で許可相当となる条件を満たしているので、勝占地区の委員は一致して、許可やむを
得ないのではないかとの心証を持ちました。
報告は以上です。よろしくお願いします。
議長

全委員

ありがとうございました。
地区審査に参加された委員からの意見は以上ですが、その他、全案件につきまして、
申請地区の委員さん、他の委員の皆様、ご意見・ご質問はありませんか。
それでは、ご発言が無いようですので採決いたします。
第２号議案の農地法第４条の規定による許可申請は、１番から３番案件を議案書の
とおり許可相当として県に諮問すること、４番と５番案件を議案書のとおり許可する
ことに異議はございませんか。
異議なし。

議長

異議がないということですので、第２号議案については１番から３番案件を議案書
のとおり許可相当として県に諮問すること、４番と５番案件を議案書のとおり許可す
ることに決定いたしました。
続きまして、第３号議案、農地法第５条の規定による許可申請の審議を開始します。
それでは事務局、議案の説明をお願いします。

事務局

それでは第３号議案、農地法第５条の規定による許可申請の審議についてご説明し
ます。
議案書３ページをお開きください。
まず全ての申請について、法定の添付書類は整っております。
１番は、譲受人が、賃貸借権の設定を受けて、農業用取水施設へ転用するものです。
立地基準については、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されま
す。一般基準については、譲受人の所有する既存施設が、県道の拡幅工事により、立
退きになるため、西側の隣接地に移転するもので、転用の必要性、確実性は認められ
ます。また、隣接農地への被害防除措置についても問題は見受けられません。
２番は、譲受人が、所有権の移転を受けて、太陽光発電施設に転用するものです。
立地基準については、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されま
す。一般基準については、譲受人は、再生可能エネルギー発電設備の認定を受け、発
電事業を行うにあたり、付近に高い建物がなく、効率的に発電が可能であることから
この地に計画し申請に至ったもので、発電設備の概要は、太陽光パネル２２４枚、出
力４９，５０ｋW 規模のもので、事業費総額１，０００万円、全額を自己資金とする
残高証明の提出が有り、転用の必要性、確実性は認められます。また、隣接農地への
被害防除措置についても問題は見受けられません。
３番は、譲受人が使用貸借権の設定を受けて、農家住宅へ転用するものです。立地
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基準については、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されます。
一般基準について、譲受人は、現在実家に住んでいますが手狭になったため住宅の建
築を計画し、農作業も行えるためこの地に計画し、申請に至ったもので、転用の必要
性、確実性は認められます。また、隣接農地への被害防除措置についても問題は見受
けられませんが、現地はすでに造成済でこのたびの申請について、農地法の手続きを
取らなかったことを反省する旨の始末書の提出があります。
４番と５番は、事業内容等が同一のため合わせて説明させていただきます。この２
件は譲受人が、所有権の移転を受けて、露天資材置場へ転用するものです。
立地基準については、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されま
す。一般基準については、譲受人は、一般廃棄物再生利用業等を営んでいますが、既
存の作業場及び仮置場では手狭なので増設するもので、この地に計画し申請に至った
もので、転用の必要性、確実性は認められます。また、隣接農地への被害防除措置に
ついても問題は見受けられません。
６番は、譲受人が、所有権の移転を受けて、太陽光発電施設に転用するものです。
立地基準については、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されま
す。一般基準については、譲受人は、再生可能エネルギー発電設備の認定を受け、発
電事業を行うにあたり、付近に高い建物がなく、効率的に発電が可能であることから
この地に計画し申請に至ったもので、発電設備の概要は、太陽光パネル２３５枚、出
力４９．５０ｋW 規模のもので、事業費総額８００万円、全額を自己資金とする残高
証明の提出が有り、転用の必要性、確実性は認められます。また、隣接農地への被害
防除措置についても問題は見受けられません。
７番は、譲受人が所有権の移転を受けて、クリーニング工場に転用するものです。
立地基準については、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されま
す。一般基準については、譲受人は、クリーニング業等の業務を営んでおり、既存の
工場が近隣あり、事業の効率化も図れることから、話がまとまりこのたびの申請に至
ったもので、転用の必要性、確実性は認められます。隣接農地への被害防除措置につ
いても問題は見受けられませんが、転用面積が１，０００㎡を越えており大規模なた
め、今月１２日に応神地区の委員さん２名、事務局２名、転用者側１名により地区審
査を実施しました。
８番は、譲受人が使用貸借権の設定を受けて、世帯分離住宅に転用するものです。
立地基準については、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されま
す。一般基準については、譲受人は、現在、夫の実家に住んでいますが手狭で、農作
業も手伝えるこの地に計画し、申請に至ったもので、転用の必要性、確実性は認めら
れます。また、隣接農地への被害防除措置についても問題は見受けられません。
９番は、譲受人が所有権の移転を受けて、露天資材置場に転用するものです。立地
基準については、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されます。
一般基準について、譲受人は、造園工事業等の業務を行っておりますが、現在使用し
ている資材置場が満杯で手狭となったため、適地を探していたところ、話がまとまり
このたびの申請に至ったもので、転用の必要性、確実性は認められます。また、隣接
農地への被害防除措置についても問題は見受けられませんが、転用面積が１，０００
㎡を越えており大規模なため、今月１３日に国府地区の委員さん２名、事務局２名、
転用者側２名により地区審査を実施しました。
１０番は、譲受人が所有権の移転を受けて、露天貸資材置場に転用するものです。
立地基準については、他の農地区分のいずれにも該当しない第２種農地に区分されま
す。
一般基準については、譲受人は、建築工事業等の業務を行っておりますが、事業拡
大に伴い資材置場が必要となったため、適地をさがしていたところ話がまとまり、こ
のたびの申請に至ったもので、転用の必要性、確実性は認められます。隣接農地への
被害防除措置についても問題は見受けられません。
第３号議案は、１０件で、田３，９３６．１３㎡、畑１，６３８．１６㎡で、
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計５，５７４．２９㎡。
転用目的の内訳は、住宅用地４３５．１６㎡、駐車場・資材置場用地２，０３５㎡、
その他施設用地３，１０４．１３㎡になります。
以上で説明を終わります。ご審議をよろしくお願いいたします。
議長

事務局の説明は以上ですが、複数の案件で地区審査を行ったということですので、
まず、実際に審査にあたった委員さんより、ご意見をいただきたいと思います。
それでは、７番案件の地区審査に参加していただいた、応神地区の品山委員さん、
転用計画の内容等について、ご心証などはいかがでしたでしょうか。

品山委員

今月１２日午前１０時より、７番案件の地区審査を実施いたしましたので、ご報告
させて頂きます。参加者は髙畠委員と私、事務局２名、転用者側１名の５名です。
申請地は、ハイテクランドの応神産業団地内のハイテクランド中央公園の北側に接す
る
農地であります。第２種農地に区分されています。
申請人は北沖洲２丁目に本社を置く有限会社ランドクリーニング店で、業務内容は
会社・ホテル・病院・介護施設等から排出される洗濯物を引き受け、クリーニングを
行い、依頼人に提供するというクリーニング業を営んでおります。平成２８年に既に
産業団地内に応神工場を開設し、同工場は洗いの設備しかありません。ドライクリー
ニング及びプレスに必要なものは、再度本社まで送る作業を行っていましたが、従業
員の負担軽減とコスト削減を行うため、同工場より幹線道路を西へ１００ｍほどに位
置する新工場を建設し、業務の効率化を計る目的で、この度の申請に至りました。な
お、本件に係る施設は産業団地内にある為、周囲は全て、道路・事業所・公園に接し
農地に何らかの影響を及ぼす心配は無いと思われます。排水については、クリーニン
グ業ということで、役所に提出する事業計画書等関係法令を順守し、周辺生活環境へ
の影響に十分配慮するとのことで、確認済であります。産業団地内の施設に排水する
ということで、地元水利組合との協議も整っております。
結論として、今回の転用許可申請について被害防除措置に問題は無く、農地法上で
許可となる条件を満たしているので、応神地区の委員は一致して許可やむを得ないと
の心証を持ちました。
報告は以上です。

議長

ありがとうございました。続きまして、９番案件の地区審査に参加していただいた、
国府地区の谷川委員さん、転用計画の内容等について、ご心証などはいかがでしたで
しょうか。

谷川委員

今月１３日の午後１時３０分から、９番の案件で地区審査を実施しましたので、報
告します。参加者は浦川推進委員と私の委員２名、転用者側２名、事務局２名の６名
です。場所は、国分寺から北東に約７５０ｍに位置する農地で、このあたりは、第２
種農地に区分されるということです。また、農振法の除外については、今年の３月に
除外になったということです。
今回の申請は、土地の所有者と譲受人との間で所有権を移転して露天資材置場に転
用しようとするものです。譲受人は造園工事業等を営んでおり、現在の資材置場が満
杯で困っており、事業所からも近く便利なためこの地を利用できないか、問い合わせ
たところ所有者との話がまとまり、今回の申請になったとのことです。土地の造成に
ついてですが、道路の高さまで山土で盛土転圧し、東側と南側にコンクリート擁壁を
新設し、雨水は地下浸透で対処し、処理しきれない分は、北側の水路へ流れるように
計画しているとのことで、以西土地改良区とも話して調整済であるとのことです。
今回の申請について、被害防除措置についても充分対策され、問題はないと思われ
ますので、国府地区の委員は一致して転用もやむを得ないとの心証を持ちました。
報告は以上です。よろしくお願いします。
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議長

全委員

ありがとうございました。
地区審査に参加された委員からの意見は以上ですが、その他、全案件につきまして、
申請地区の委員さん、他の委員の皆様、ご意見・ご質問はありませんか。
それでは、ご発言が無いようですので採決いたします。
第３号議案の農地法第５条の規定による許可申請は、全案件を議案書のとおり許可
することに異議はございませんか。
異議なし。

議長

異議がないということですので、第３号議案については全案件を議案書のとおり許
可することに決定いたしました。
それでは、次の議案の審議に移ります。
第４号議案 農用地利用集積計画の承認について、の審議を開始します。
なお、本号の審議に先立ち、委員が関係者となる案件が含まれております。
農業委員会法第 31 条に定める、議事参与の制限の規定に基づき、岸本 昇委員、
細川 勝義委員に、ご退席をお願いいたします。
なお、審議終了後に、入室・着席をさせていただきます。
それでは事務局、議案の説明をお願いします。

事務局

それでは第４号議案、農用地利用集積計画の承認についてご説明します。
議案書５ページをお開きください。
全ての申請について、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定める、利用権設
定に関する要件はすべて満たしていると思われます。
今月は新規設定が１３件、再設定が４８件で合計６１件となっており、そのうち、
賃貸借権が４８件、使用貸借権が１３件となっております。
設定しようとする土地での地区別の内訳は、１番～７番の３筆目までが多家良地
区・１１筆・７件、７番の４筆目～１２番が勝占地区・１５筆・５件、１３・１４番
が八万地区・１１筆・２件、１５番～１９番が上八万地区・１３筆・５件、２０番が
入田地区１筆・１件、２１番～２５番が不動地区・１６筆・５件、２６番～３０番が
応神地区・１５筆５件、３１番～４４番が川内地区・２３筆・１４件、４５番～４９
番が国府地区１１筆・５件、５０番・５１番が南井上地区・５筆・２件、５２番～
６１番が北井上地区・２１筆・１０件、となっております。
利用権設定については以上で、田８３筆９３，００７．４８㎡、畑５９筆
６５，３５９．３０㎡の合計１４２筆１５８，３６６．７８㎡となります。
第４号議案の農用地利用集積計画の承認についての説明は以上です。
ご審議をよろしくお願いします。

議長

事務局の説明は以上ですが、全案件につきまして、申請地区の委員さん、他の委員
の皆様、ご意見、ご質問はありませんか。
それでは、ご発言が無いようですので採決いたします。
第４号議案の農用地利用集積計画の承認については、全案件を議案書のとおり承認
することに異議はございませんか。

全委員
議長

異議なし。
異議がないということですので、第４号議案については全案件を議案書のとおり承
認することに決定いたしました。
参与制限により退席しています委員が、着席するまでお待ちください。
以上で付議案件の審議を終了します。
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続いて、事務局より報告事項の説明をお願いします。
事務局

それでは報告事項について説明します。
議案書１５ぺージをお開きください。
１番は、農地法第３条第１項第１３号の規定に基づく届出についてです。１件受理
しました。
１６ぺージをご覧ください。
２番は、農地法第３条の３第１項の規定に基づく権利取得の届出についてです。
１７ページに渡り３件受理しました。
１８ぺージをご覧ください。
３番は、農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用の届出についてです。
１９ページに渡り１０件、受理しました。
２０ページをご覧ください。
４番は、農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用の届出についてです。
２２ページに渡り１５件受理しました。
２３ページをお開きください。
５番は農地法第１８条第６項の処理についてです。４件受理しました。
２５ページをお開き下さい。
６番は農地改良届についてです。１件受理しました。
２６ページをご覧ください。
７番は地目変更登記に係る照会に対する回答についてです。１件回答しました。
報告事項の説明については以上です。

議長

報告は以上ですが、何かご意見等はございませんか。
それでは、以上をもちまして、平成３１年３月徳島市農業委員会農地部会を閉会い
たします。
ありがとうございました。
（１６時２0 分）
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付議案件に対する議決状況

第１号議案

農地法第３条の規定による許可申請の審議について

申請件数

５件

２，３１８．４９㎡

許

５件

２，３１８．４９㎡

可

第２号議案

農地法第４条の規定による許可申請の審議について

申請件数

５件

２，９７３㎡

許

可

２件

８７４㎡

許可相当

３件

２，０９９㎡

第３号議案

農地法第５条の規定による許可申請の審議について

申請件数

１０件

５，５７４．２９㎡

許

１０件

５，５７４．２９㎡

可

第４号議案

農用地利用集積計画の承認について

利用権設定
計 画 案

６１件

1５８，３６６．７８㎡

新

規

１３件

９３，００７．４８㎡

再 設 定

４８件

６５，３５９．３０㎡
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報告事項

１．農地法第３条の３第１項第１３号の規定に基づく届出について
受理件数

１件

２，３５４㎡

２．農地法第３条第１項の規定に基づく権利取得の届出について
受理件数

３件

１７，２３１㎡

３．農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用の届出について
受理件数

１０件

７，６１９㎡

４．農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用の届出について
受理件数

１５件

１０，６５８㎡

５．農地法第１８条第６項の処理について
処理件数

４件

７，３８１㎡

１件

５５７㎡

６．農地改良届について
受理件数

７．地目変更登記に係る照会に対する回答について
処理件数

１件

１，８５７㎡
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