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３０年７月３１日（火） 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

相続税の納税猶予に関する適格者証明願の審議について

第５号議案

相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の確認について

第６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５条第１項の規定に基づく許可の決定及び指令書の交付について
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．農地の転用制限の例外（農地法第４条）による届出について
７．地目変更登記に係る照会に対する回答について
８．農用地利用集積計画の取り下げについて
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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 １９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
１１番 佐々木 永薫
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 １０名
１番
井川 洋二
２番
石田 哲治
４番
岸野 重幸
５番
谷野
勝
６番
桑野 欣伸
１０番 武市 慧治
１１番 松浦 義幸
１４番 兼田 博行
１５番 住友
勇
１７番 野口 芳久
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平成３０年７月 徳島市農業委員会総会農地関係 議事録
平成３０年７月３1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３０年 7 月徳島市農業委員会総会を開会いたします。
本日の総会は、農業委員 1９名全員が出席しており、会議が成立しております。
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、５番・大貝 美治委員、
１５番・細川 勝義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。

職員

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、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。許可後、譲受人の耕作面積は７９a に至るもので、譲受人は対象地にお
いて、水稲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。許可後、譲受人の耕作面積は２６１a に至るもので、譲渡人は対象地に
おいて、甘藷の栽培を行うとのことです。
３番は、譲渡人から譲受人へ、譲受人の経営拡大のため、農地１筆に使用貸借権を
設定するものです。許可後、譲受人の耕作面積は６３a に至るもので、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３件で、対象地は、田８５０㎡、畑１，７５９㎡で、
合計２，６０９㎡となります。
ご審議をよろしくお願いします。

議長

事務局から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、ご意見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。
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全委員

異議無し。

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。
それでは、次の審議に移ります。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。

職員

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番は、申請人が、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種農地です。一般基準について、申請人は、
南方に広がりがあり日射量が十分確保できる申請地を、太陽光発電施設として有効活
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。
２番は、申請人が、露天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、申請
地の北隣に居住し、駐車場が狭く不便をきたしていました。自家用・来客用・家族の
帰省用としての駐車スペースを確保するため、申請地を活用することを計画したもの
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。
第２号議案は以上２件で、田が１，４５０㎡、畑が９８．８１㎡の
計１，５４８．８１㎡です。
転用目的の内訳は、駐車場・資材置場５３．４４㎡、
その他施設用地１，４９５．３７㎡です。
以上、ご審議をよろしくお願いします。

議長

事務局から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、ご意見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、全案件を許可することに異議
はございませんか。

全委員

異議無し。

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。

職員

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番と２番、３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。
１番は、譲受人が、賃貸借権の設定を受け、２番は、譲受人が、賃貸借権の設定を受
け、３番は、譲受人が、所有権の移転を受けて、太陽光発電施設へ転用するものです。
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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、１番は、太陽光パネル
３００枚、出力４９．５０ｋＷ規模のもので、事業費総額１，６００万円、全額を自
己資金とする資金証明の提出が有り、２番と３番は、太陽光パネル２，１９２枚、出
力４９９．７０ｋＷ規模のもので、事業費総額７，８００万円、全額を借入資金とす
る融資契約書の提出が有り、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が、２番と３番については、転
用面積が１，５００㎡を超え、大規模なため、多家良地区の委員さん４名、転用者側
４名、事務局２名で地区審査を実施しました。
４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、借家に住んでいますが、実家の農作業を
手伝い、農業後継者を目指しているため、親の実家にも近いこの地に、新しい居宅の
建築を計画し、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。
５番と６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。５番
は、譲受人が、賃貸借権の設定を受け、６番は、譲受人が、所有権の移転を受けて、
太陽光発電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、２件合わせて太陽光パネル９６０枚、出力２８３．２０ｋＷ規模のもので、
事業費総額４，７００万円、全額を自己資金とする資金証明の提出が有り、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が、転用面積が
１，５００㎡を超え、大規模なため、多家良地区の委員さん４名、転用者側１名、事
務局２名で地区審査を実施しました。
７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、実家で両親と同居していますが、手狭で
子供が産まれたため、親の実家にも近いこの地に、新しい居宅の建築を計画し、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。
８番は、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、ＪＲ地蔵橋駅から３００ｍに位置する農地で第３種農地に区分
されます。一般基準については、譲受人は、上下水道工事業等の事業を行っています
が、事業拡大に伴って現在の資材置場が満杯で困っており、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。
９番は、譲受人が、賃貸借権の設定を受けて、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、土木、建築工事業等の業務を行っていますが、
最近、徳島環状線近隣の工事が多く、残土置場がなく、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。
１０番は、譲受人が、所有権の移転を受けて、太陽光発電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、譲受人は、再生可能エネルギー発電設備の認定を受け、発
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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３６０枚、出
力１０４．４０ｋＷ規模のもので、事業費総額２，４００万円、全額を自己資金とす
る資金証明の提出が有り、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が、転用面積が１，５００㎡を超
え、大規模なため、上八万地区の委員さん４名、転用者側１名、事務局２名で地区審
査を実施しました。
１１番は、譲受人が所有権の移転を受けて、露天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種農地に区分されます。
一般基準について、譲受人は、不動産業を営んでいますが、自動車修理、販売業等の
事業をおこなっている業者が、新たな駐車場が必要となったためこの地に計画し、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。
１２番は、譲受人が所有権の移転を受けて、海苔養殖道具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、海苔の生産加工を営む会社ですが、海苔の養殖道
具置場及び乾燥道具を保管、管理する場所が手狭となり、この地に計画し、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。
１３番は、譲受人が、所有権の移転を受けて、太陽光発電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３００枚、出
力９１．５０ｋＷ規模のもので、事業費総額１，２００万円、全額を自己資金とする
資金証明の提出が有り、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が、転用面積が１，５００㎡を超え、
大規模なため、川内地区の委員さん５名、転用者側２名、事務局２名で地区審査を実
施しました。
１４番は、譲受人が、所有権の移転を受けて、露天貸資材置場へ転用するものです。
立地基準については、おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
で、第１種農地に区分されますが、集落接続の例外規定にあてはまります。一般基準
について、譲受人は、不動産業等を営んでいますが、事業拡大のため資材置場が必要
な業者に賃貸借するとのことで、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㎡を超え、大規模なため、川内地区の
委員さん５名、転用者側１名、事務局２名で地区審査を実施しました。
１５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、建設業を営んでいますが、現在使用している、資
材置場が手狭となり、新たな資材置場が必要となったためこの地に計画し、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㎡を超え、大規模なため、川内地区の委員さん５名、転用者側１名、事務
局２名で地区審査を実施しました。
１６番は、譲受人が、所有権の移転を受けて、露天駐車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、不動産業等を営んでおり、隣接地の住宅をリフ
ォームするにあたり、駐車場がないため、この地と一体で、利用することを計画し、
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
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害防除措置についても問題は見受けられません。
１７番は、譲受人が、所有権の移転を受けて、太陽光発電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５４０枚、出
力１４３．１０ｋＷ規模のもので、事業費総額４，７００万円、全額を借入資金とす
る融資証明の提出が有り、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が、転用面積が１，５００㎡を超
え、大規模なため、川内地区の委員さん５名、転用者側２名、事務局２名で地区審査
を実施しました。
１８番は、譲受人が、使用貸借権の設定を受けて、椎茸廃菌床の仮置場として一時
転用しようとするものです。立地基準については、地区再編農業構造改善事業がおこ
なわれた農地で、甲種農地に区分されます。一般基準については、譲受人は、菌床で
椎茸を栽培しておりますが、廃菌床の処分施設を建設することとなり、この地を仮置
場として利用することで話がまとまり、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、現地はすでに一部、廃菌床が仮置されており、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。
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㎡を超え、大規模なため、国府地区の委員さん２名、転用者側２名、事務
局２名で地区審査を実施しました。
１９番と２１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件の申請は、譲受人が、所有権の移転を受けて、太陽光発電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、１９番が太陽光パネ
ル３１８枚、出力８７．４５ｋＷ規模のもの、２１番が太陽光パネル３６０枚、出力
９９．００ｋＷ規模のもので、事業費総額３，7１２万円、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。
２０番は、譲受人が、所有権の移転を受けて、露天貸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、譲受人は、不動産業等を営んでいますが、事業拡大のため資
材置場が必要な業者に賃貸借するとのことで、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㎡を超え、大規模なため、
南井上地区の委員さん２名、転用者側１名、事務局２名で地区審査を実施しました。
第３号議案は、２１件で、田２５，２７０㎡、畑２，６４３㎡で、計２７，９１３㎡。
転用目的の内訳は、住宅用地５７５㎡、駐車場・資材置場用地８，２０４㎡、その他
施設用地１９，１３４㎡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、２番と３番案件、５番と６番案件の地区審査に参加していただいた、多
家良地区の橘委員さん、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。
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橘委員

今月１７日の午後２時から、２番と３番案件、５番と６番案件の地区審査を実施し
ましたので、報告します。
まず、２番と３番案件についてです。参加者は岸本委員、井川推進委員、石田推進
委員と私の委員４名、転用者側１名、事務局２名の７名です。場所は、渋野保育所か
ら西へ約５００ｍに位置する農地で、このあたりは、公共投資の対象となっていない
農地で、第２種農地に区分されるということです。事業規模ですが、今回の農地転用
に係る申請面積は、７，１２４㎡になります。今回の申請は、土地の所有者と譲受人
との間で２番案件の土地については賃貸借権の設定、３番案件の土地については所有
権を移転して太陽光発電施設に転用しようとするものです。また、農振法の除外につ
いては、昨年の１１月に除外になっているとのことです。土地の造成については、ク
ラッシャーを敷きつめて整地し、周囲をフェンスで囲み太陽光パネルを設置するとの
ことです。排水については、雨水のみで地下浸透で計画地内で処理する予定ですが、
大雨のときは既存の水路に排水する計画で、地元の水利組合、土地改良区と協議は整
っております。
次に４番と５番の案件についてです。参加者は岸本委員、井川推進委員、石田推進
委員と私の委員４名と、転用者側１名、事務局１名の７名です。場所は、ＪＡ徳島市
多家良支所八多事務所の西約４０ｍに位置する農地で、このあたりも、公共投資の対
象となっていない農地で、第２種農地に区分されるということです。今回の申請は、
土地の所有者と譲受人との間で５番案件の土地については賃貸借権の設定、６番案件
の土地については所有権を移転して太陽光発電施設に転用しようとするものです。ま
た、農振法の除外については、昨年の１１月に除外になっているとのことです。土地
の造成については、現状で整地、転圧し、クラッシャーを敷きつめて周囲をフェンス
で囲み太陽光パネルを設置するとのことです。排水については、雨水のみで地下浸透
で処理する計画ですが、処理しきれない分は北側の既存の水路に排水する計画である
とのことで、地元の水利組合と協議は整っております。
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あれば、多家良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

ありがとうございました。続きまして、１０番案件の地区審査に参加していただい
た、上八万地区の佐々木委員さん、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。

佐々木委員

今月１１日の午前１０時から１０番の案件で地区審査を実施いたしましたので報
告します。参加者は川人会長と私の委員２名と、武市推進委員、松浦推進委員、転用
者側１名、事務局２名の７名です。場所は、一宮小学校から西へ約８００ｍに位置す
る農地で、このあたりは、公共投資の対象となっていない農地で、第２種農地に区分
されるとのことです。今回の申請は、土地の所有者と譲受人との間で所有権を移転し
て太陽光発電施設に転用しようとするものです。
また、農振法の除外については、昨年の１１月に除外されているとのことです。土
地の造成については、道路高まで砕石を敷いて整地し、周囲をフェンスで囲み太陽光
発電施設に転用する計画です。排水についてですが、雨水のみで地下浸透及び北側の
既存の水路に排水するとのことです。排水の同意についてですが、地元の一宮土地改
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、上八万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
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議長

ありがとうございました。続きまして、１３番、１４番、１５番、１７番案件の地
区審査に参加していただいた、川内地区の細川委員さん、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。

細川委員

今月１１日の午後１時３０分から大規模な転用申請案件が４件あり、それぞれ地区
審査を実施しましたので、報告します。
まず、１３番の案件についてです。参加者は植田委員さん、市岡委員さんと、兼田
推進委員さん、住友推進委員さんと私の委員５名と、転用者側２名、事務局２名の９
名です。場所は、徳島自動車道徳島インターチェンジから西へ約８００ｍに位置する
農地で、このあたりは、公共投資の対象となっていない農地で、第２種農地に区分さ
れるとのことです。
今回の申請は、土地の所有者と譲受人との間で所有権を移転して太陽光発電施設に
転用しようとするものです。
また、農振法の除外については、昨年の１１月に除外されているとのことです。土
地の造成については、道路高まで砕石を敷いて整地し、周囲をフェンスで囲み太陽光
発電施設に転用する計画です。排水についてですが、雨水のみで地下浸透及び北側の
既存の水路に排水するとのことです。排水の同意についてですが、地元の上別宮水利
組合より、同意を得ております。
続いて１４番の案件についてです。参加者は植田委員さんと、市岡委員さん、兼田
推進委員さん、住友推進委員さんと私の委員５名と、転用者側１名、事務局２名の８
名です。場所は、新加賀須野橋から南西へ約１ｋｍに位置する農地で、このあたりは、
おおむね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にある農地で、第１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。また、農振法の除外については、今年
の７月に除外されているとのことです。土地の造成については、道路高まで盛土して
整地し、業務拡張に伴って資材置場が不足し、適地をさがしている業者と賃貸借する
ことで話がまとまったとのことです。排水についてですが、雨水のみで地下浸透にな
りますが、処理しきれない分は、市道側に傾斜をつけ、既存の水路に排水するとのこ
とです。隣接農地には影響が出ないよう対策するとのことです。排水の同意について
ですが、地元の川内土地改良区より、同意を得ております。
続いて１５番の案件についてです。参加者は植田委員さんと、市岡委員さん、兼田
推進委員さん、住友推進委員さんと私の委員５名と、転用者側１名、事務局２名の８
名です。場所は、新加賀須野橋から東へ約７００ｍに位置する農地で、このあたりは、
公共投資の対象となっていない農地で、第２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。また、農振法の除外については、当初から除外されている
とのことです。土地の造成については、転圧後山土で盛土して整地し、業務拡張に伴
って資材置場が不足し、適地をさがしている業者と話がまとまったとのことです。排
水についてですが、雨水のみで地下浸透になりますが、処理しきれない分は、集水桝
に集め傾斜をつけ、南側の既存の水路に排水するとのことです。隣接農地には影響が
出ないよう対策するとのことです。排水の同意についてですが、地元の川内土地改良
区より、同意を得ております。
つぎに、１７番の案件についてです。参加者は植田委員さん、市岡委員さんと、兼
田推進委員さん、住友推進委員さんと私の委員５名と、転用者側２名、事務局２名の
９名です。場所は、阿波しらさぎ大橋北詰の北東側に位置する農地で、このあたりは、
公共投資の対象となっていない農地で、第２種農地に区分されるとのことです。今回
の申請は、土地の所有者と譲受人との間で賃貸借権の設定をして太陽光発電施設に転
用しようとするものです。また、農振法の除外については、今年の３月に除外されて
いるとのことです。土地の造成については、現状のまま整地し、防草シートを設置し、
周囲をフェンスで囲み太陽光発電施設に転用する計画です。排水についてですが、雨
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水のみで地下浸透及び東側の宮島江湖川に排水するとのことです。排水の同意につい
てですが、地元の川内土地改良区より、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、川内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

ありがとうございました。続きまして、１８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１８日の午前１０時から、１８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、ＪＲ府中駅から北東に約７００ｍに位置する農地で、地区再編農業構造
改善事業がおこなわれた農地で、甲種農地に区分されるとのことです。今回の申請は、
土地の所有者と譲受人との間で、使用貸借権を設定し、転用面積１，３３８㎡に椎茸
の菌床栽培後の廃菌床の仮置場に一時転用しようとするものですが、現地はすでに一
部に廃菌床を仮置済で今後は農地法を遵守する旨の始末書の提出があります。譲受人
は菌床で椎茸を栽培しておりますが、近年、廃菌床の処分がスムーズに行えなくなり、
会社でリサイクル施設を建設することとなり、この施設が稼働するまでの間、申請地
を仮置場として利用できないか、と考え、事業所にも近く、利便性も良いことから今
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、養生シートを設置し、
雨水排水が隣接農地に流れないようにし、大雨の時にも地下浸透で対処し、地元の用
水に流れないように対策するとのことで、以西土地改良区とも話して調整済であると
のことです。地区審査以降新たな廃菌床の増加もなく、周辺の農地に対する被害防除
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。

議長

ありがとうございました。続きまして、２０番案件の地区審査に参加していただい
た、南井上地区の鎌田委員さん、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。

鎌田委員

今月１８日の午前１１時から２０番の案件で地区審査を実施しましたので、報告し
ます。参加者は野口推進委員さんと私の委員２名と、転用者側１名、事務局２名の５
名で地区審査を実施しました。場所は、県道３０号線と２９号線の交差点から南に約
４００ｍに位置する農地で、このあたりは、公共投資の対象となっていない農地で、
第２種農地に区分されるとのことです。今回の申請は、土地の所有者と譲受人との間
で、所有権の移転をし、露天資材置場として近隣に事務所がある事業者に賃貸借する
ということです。譲受人は不動産業を営み、収益が見込め、幹線道路に近く、利便性
も良いことからこの地を利用できないかと、問い合わせしたところ、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は、道路高まで盛土し、周囲を
コンクリート擁壁で囲み、整地して、建設残土、クラッシャー等の置場とするとのこ
とです。周辺の農地や水路、道路へ土砂が流出しないよう十分な対策をしています。
排水については、雨水のみで、地元の水利組合とも話して調整済であるとのことです。
今回の転用許可申請については、周辺の農地に対する被害防除措置についても問題
はなく、許可相当となる条件を満たしておりますので、南井上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。
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議長

議長

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。
谷川委員さん、椎茸の廃菌床を置かれているということで、委員会へ周辺の方々か
らご意見があったのですが、そのことについてご理解は頂けているのでしょうか。

谷川委員

近隣の方々から通報があり、無断転用であったため、是正し転用申請を提出するよ
う指導を重ねてきました。大量の廃菌床を山積みしており、臭いが気になりますが、
リサイクルが進み、ボリュームが減っていけば心配も無くなるのではないかと考えて
おります。

議長

分かりました。ありがとうございます。
他に何かございませんか。
それでは、ご意見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、１番と４番から１３番、１５
番から１７番、１９番から２１番案件を議案書のとおり許可すること、２番と３番、
１４番、１８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に異議はござ
いませんか。

全委員

異議無し。

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１番と４番から１３番、
１５番から１７番、１９番から２１番案件を議案書のとおり許可すること、２番と３
番、１４番、１８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に決定い
たしました。
それでは、次の審議に移ります。
第４号議案、相続税の納税猶予に関する適格者証明願の審議について、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。

職員

それでは第４号議案、相続税の納税猶予適格者証明願の審議について、説明させて
いただきます。
議案書７ページをお開きください。
今月の申請は４件です。対象地及び相続関係を示す資料等の添付書類は整っていま
す。
１番は、平成●●年●●月●●日に相続が発生し、被相続人の子が猶予を受けよう
とするものです。対象地は全て、全面積が継続して耕作状態にあります。
２番は、平成●●年●●月●●日に相続が発生し、被相続人の子が猶予を受けよう
とするものです。対象地は全て、全面積が継続して耕作状態にあります。
３番は、平成●●年●●月●●日に相続が発生し、被相続人の子が猶予を受けよう
とするものです。対象地は全て、全面積が継続して耕作状態にあります。
４番は、平成●●年●●月●●日に相続が発生し、被相続人の子が猶予を受けよう
とするものです。対象地は全て、全面積が継続して耕作状態にあります。
第４号議案は以上４件で、対象地は、田●●●㎡、畑●●●㎡、
合計●●●㎡となっております。
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、ご意見が無いようですので採決いたします。
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第４号議案の相続税の納税猶予に関する適格者証明願については、全案件を議案書
のとおり証明することに異議はございませんか。
全委員

異議無し。

議長

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証
明することに決定いたしました。
それでは、次の審議に移ります。
第５号議案 相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の確認について、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。

職員

それでは第５号議案、相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の審議につい
てご説明します。
議案書の８ページをご覧ください。
１番は、平成●●年●●月●●日に相続が発生し、相続税の納税猶予を受けていた
ものです。
２番は、平成●●年●●月●●日に相続が発生し、相続税の納税猶予を受けていた
ものです。
３番は、平成●●年●●月●●日に相続が発生し、相続税の納税猶予を受けていた
ものです。
４番は、平成●●年●●月●●日に相続が発生し、相続税の納税猶予を受けていた
ものです。
対象地は全て、納税猶予申告時と同じく農地として利用されております。
第５号議案は以上４件で、税務署あてに報告しようとするものです。
対象地の面積は田●●●㎡、畑●●●㎡、計●●●㎡となります。
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、ご意見が無いようですので採決いたします。
第６号議案の相続税の免除予定事案に係る特例農地利用状況の確認については、全
案件を議案書のとおり税務署に報告することに異議はございませんか。

全委員

異議無し。

議長

異議がないということですので、第５号議案については全案件を議案書のとおり税
務署に報告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６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。
それでは事務局より、議案の説明をお願いします。

職員

それでは第６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１０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。
利用権設定の内、番号に下線が付されているものが新規設定で、残りは従前からの
再設定です。
今月は新規設定が１９件、再設定が６件で合計２５件となっており、そのうち、賃
借権が１４件、使用貸借権が６件となっております。
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設定しようとする土地での地区別の内訳は、１番～３番が多家良地区・４筆・３件、
４番～８番が勝占地区・７筆・５件、９番が渭東・沖洲地区・１筆・１件、１０番が
上八万地区・２筆・１件、１１番～１４番が入田地区・１１筆・４件、１５番が不動
地区・１筆・１件、１６番～１８番が川内地区・１２筆・３件、１９番～２２番が国
府地区・６筆・４件、２３番が南井上地区・１筆・１件、２４番・２５番が北井上地
区・３筆・２件となっております。
利用権設定については以上で、田２４筆３５，２５４㎡、畑２４筆
３４，３９９．３９㎡の合計４８筆６９，６５３．３９㎡となります。
第６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

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、ご意見が無いようですので採決いたします。
第６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。
異議無し。

議長

異議がないということですので、第６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。
以上で付議案件の審議を終了します。
続いて、事務局より報告事項の説明をお願いします。

職員

それでは報告事項について説明します。
議案書１４ページをお開きください。
１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。
１５ページに渡り９件、受理しました。
１６ページをお開きください。
２番は、農地法第５条第１項の規定に基づく許可の決定及び指令書の交付について
です。１件、交付しました。
１７ページをご覧ください。
３番は、農地法第４条第１項第７号の規定に基づく農地転用の届出についてです。
１８ページに渡り１０件、受理しました。
１９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。
２０ページに渡り１０件、受理しました。
２１ページをご覧ください。
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。
２３ページをお開きください。
６番は、農地の転用制限の例外（農地法第４条）についてです。１件受理しました。
２４ページをお開きください。
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。２件、回答しました。
２５ページをご覧ください。
８番は、農用地利用集積計画の取下についてです。１件受理しました。
報告事項についての説明は以上です。

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３０年７月徳島市農業委員会総会－農地関係を
閉会いたします。
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次回は８月２７日（月）の開催予定となっておりますのでよろしくお願いします。
ありがとうございました。
（１６時４０分）
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