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吉野川市農業委員会総会議事録（３月定例会）
（令和３年３月）

１．開催日時 令和３年３月２５日（木）
午後１時３０分から午後３時１５分まで

２．開催場所 吉野川市役所 東館２２１会議室

３．出席委員 １９人
会 長 ５番 大久保 光 江
会長職務代理者 １２番 真 椙 広 也
副会長 ２番 山 口 博 史

１４番 近 藤 清
委 員

１番 松本 武夫 ３番 野上 功子 ４番 原田 正昭 ６番 藤川 利文

７番 安部 健司 ８番 河野 隆義 ９番 川端 武夫 10番 原 博一

11番 江本 康治 13番 芝高 敏雄 15番 阿部 芳浩 16番 藤本 敏夫

17番 瀬尾 誠悟 18番 大塚 春幸 19番 南薗 惠志

４．欠席委員 （ ４人）

５．農地利用最適化推進委員（出席委員０人）

１区 石田忠春・毛利益三・高野康寛 ２区 岸田正幸・山口泰範

３区 石原幸男・河野敏信 ４区 篠原隆史・梶川晴雄・小原光功

５区 椿本惠庸・杉野利行 ６区 住友武司・山尾雅泰・吉田 健

７区 川村順一・天野宣正

欠席委員 （ １人） ※新型コロナウイルス感染症対策（解除）

６．議事日程
第１ 議事録署名委員の指名
第２ 議第 ９号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について
第３ 議第１０号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について
第４ 議第１１号 事業計画変更について
第５ 議第１２号 農地利用集積計画の決定について
第６ 報告事項（１）農地法第３条第１項の規定による許可申請の取り下げ願

いについて
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第７ 報告事項（２）農地法第５条第１項第７号の規定による届出について
第８ 報告事項（３）農地の転用事実に関する照会について
第９ 報告事項（４）農地法第１８条第６項の規定による通知について

７．農業委員会事務局職員
事務局長 岡田佳明
局長補佐 原田裕充
事務主任 森本佑治

８．議事進行

事務局 定刻が参りましたので、ただ今から、令和３年３月 吉野川市農業委
員会定例会を開会致します。
本日は、１番松本委員、２番山口委員、３番野上委員、１１番江本委員

から欠席する旨の連絡がありましたのでご報告いたします。

本日の出席委員は、１９名中、１５名で、農業委員会等に関する法律第
２７条第３項の定足数に達しておりますので、会議は成立しておりますこ
とをご報告致します。
又、農地利用最適化推進委員、１７名に総会の出席を求めたところ、１

６名の出席でありましたのでご報告致します。

それでは、吉野川市農業委員会総会会議規則により、議長は会長が
務めることとなっておりますので、以降の議事の進行は大久保会長にお
願い致します。

(会長挨拶）

会 長 最初に、吉野川市農業委員会総会会議規則第１３条第２項に規定する
議事録署名委員の選任ですが、議長の私から指名させていただくことに

議 長 ご異議はございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、１３番、芝高委員、１６番、藤本委
員に、議事録署名をお願い致します。

議 長 本日の定例会に出ております議案は、

議第 ９号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について ４件
議第１０号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について １６件
議第１１号 事業計画変更について １件
議第１２号 農地利用集積計画の決定について
報告事項（１）農地法第３条第１項の規定による許可申請の取り下げ願

いについて １件
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報告事項（２）農地法第５条第１項第７号の規定による届出について ５件
報告事項（３）農地の転用事実に関する照会について ２件
報告事項（４）農地法第１８条第６項の規定による通知について ４件
でございます。
議案の審議については、慎重審議で、スムーズに議事進行が出来ま

すようご協力をお願い致します。

それでは、議第９号、農地法第３条第１項の規定による許可申請につ
いてを、議題と致します。この議案につきましては会長許可でございま
す。
まず最初に、１番の、譲渡人、川島町、明石信義（あかいし のぶよし）

さんと、譲受人、川島町、豊田恵司（とよた けいじ）さんとの、売買によ
る所有権移転についてでございます。それでは、事務局の説明を求めま
す。

事務局 議案書の１頁をご覧ください。
議第９号、農地法第３条第１項の規定による許可申請について、ご説

明致します。農地を売買や貸借により取得しようとする場合は、農業委員
会の許可を受けなければなりません。

１番です。３筆ございます。位置図については、資料１です。
申請地の所在は、川島町児島字長池６９番１ 他２筆、地目は、台帳、

田又は雑種地、現況、田、３筆の合計面積は、２，５３０㎡でございます。
譲渡人は高齢で、農業を縮小しており、譲受人と売買で話がまとまったよ
うでございます。譲受人は主に、大根、ブロッコリー等を自作地及び借入
地の面積５，５８６㎡で栽培しており、申請地では、大根を増反する予定
のようです。農地法第３条第２項各号には該当しないため、農地の権利
移動の許可要件を満たしていると考えます。
その他、必要関係書類は添付されております。ご審議の程、よろしくお

願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、担当委員であります、５番、大久保委員の
方から、現地調査の結果ならびに補足説明をお願いします。

５番 ５番、大久保です。いま、事務局から説明があったとおりでございます。
何も問題は無いと思います。ご審議の程、よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第９
号１番の、譲渡人、川島町、明石信義（あかいし のぶよし）さんと、譲受
人、川島町、豊田恵司（とよた けいじ）さんとの、売買による所有権移転
につきましては、耕作状況についても、許可基準を全て満たしており、問
題ないということでございます。委員の皆さん、ご質問、ご意見ございませ
んか。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第９号
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１番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第９号１番につきましては、許
可することに決定いたしました。

議 長 続きまして２番の、譲渡人、山川町、三木清仔（みき きよこ）さんと、
譲受人、山川町、木村雅彦（きむら まさひこ）さんとの、売買による所有
権移転についてでございます。それでは、事務局の説明を求めます。

事務局 ２番です。３筆ございます。位置図については、資料２、資料３です。
申請地の所在は、山川町天神８９番４、同町宮島１４５番１、１４６番１、

地目は、台帳、現況共に田、３筆の合計面積は、２，０７２㎡でございま
す。譲渡人は高齢で、農業を縮小しており、譲受人と売買で話がまとまっ
たようでございます。譲受人は主に、米、キャベツ、ブロッコリー等を自作
地の面積８，５０５㎡で栽培しており、申請地では、米を増反する予定のよ
うです。農地法第３条第２項各号には該当しないため、農地の権利移動
の許可要件を満たしていると考えます。
その他、必要関係書類は添付されております。ご審議の程、よろしくお

願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、担当委員であります、６番、藤川委員の方
から、現地調査の結果ならびに補足説明をお願いします。

６番 ６番、藤川です。いま、事務局から説明があったとおりでございますが、
補足説明をさせていただきます。譲渡人は、高齢で現在８０歳です。子供
さんは、会社勤めのため農業に従事しておりません。近所で農家として頑
張っている譲受人に、譲渡人の方から話を持っていったようです。譲受人
は農業規模を拡大したいということでまとまったようです。何も問題は無い
と思います。ご審議の程、よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第９
号２番の、譲渡人、山川町、三木清仔（みき きよこ）さんと、譲受人、山
川町、木村雅彦（きむら まさひこ）さんとの、売買による所有権移転につ
きましては、耕作状況についても、許可基準を全て満たしており、問題な
いということでございます。委員の皆さん、ご質問、ご意見ございません
か。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第９号
２番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第９号２番につきましては、許
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可することに決定いたしました。

議 長 続きまして３番の、譲渡人、山川町、宮本勉男（みやもと やすお）さん
と、譲受人、山川町、辻 末子（つじ すえこ）さんとの、売買による所有
権移転についてでございます。それでは、事務局の説明を求めます。

事務局 ３番です。２筆ございます。位置図については、資料３です。
申請地の所在は、山川町宮島１８２番１、１８６番１、地目は、台帳、現

況共に田、２筆の合計面積は、１，６０３㎡でございます。譲渡人は高齢
で、農業を縮小しており、譲受人と売買で話がまとまったようでございま
す。譲受人は主に、米等を自作地及び借入地の面積３，３５５㎡で栽培し
ており、申請地では、きゅうり、ナスを栽培する予定のようです。農地法第
３条第２項各号には該当しないため、農地の権利移動の許可要件を満た
していると考えます。
その他、必要関係書類は添付されております。ご審議の程、よろしくお

願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、担当委員であります、６番、藤川委員の方
から、現地調査の結果ならびに補足説明をお願いします。

６番 ６番、藤川です。いま、事務局から説明があったとおりでございますが、
補足説明をさせていただきます。譲渡人は高齢で、現在８５歳です。子供
さんが主に農業をしていますが、会社員で、農業を縮小したいと考え、譲
受人とは近所で親戚でもあるので、話がまとまりました。何も問題は無い
と思います。ご審議の程、よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第９
号３番の、譲渡人、山川町、宮本勉男（みやもと やすお）さんと、譲受
人、山川町、辻 末子（つじ すえこ）さんとの、売買による所有権移転に
つきましては、耕作状況についても、許可基準を全て満たしており、問題
ないということでございます。委員の皆さん、ご質問、ご意見ございません
か。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第９号
３番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第９号３番につきましては、許
可することに決定いたしました。

議 長 続きまして４番の、譲渡人、山川町、山本キヨコ（やまもと きよこ）さん
と、譲受人、鴨島町、新居卓哉（にい たくや）さんとの、売買による所有
権移転についてでございます。それでは、事務局の説明を求めます。
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事務局 議案書の２頁をご覧ください。４番でございます。５筆ございます。
位置図については、資料４です。
申請地の所在は、美郷字宗田３４０番１ 他４筆、地目は、台帳、現況

共に畑、４筆の合計面積は、５，７０７㎡です。譲受人は、新設農家ですの
で、去る３月１６日に、会長及び担当委員である大塚委員同席のもと、ヒ
アリングを行いました。譲受人は、防水工事会社を経営していますが、母
親が美郷出身ということもあり、美郷に親戚、知人、友人も多く、宝探し探
検隊のメンバーと交友を深めるうちに、美郷の梅及び柚の栽培農家が高
齢になり、また、後継者もいないということで、農地が荒れ、梅酒特区であ
る、美郷の梅等の栽培が危機的状況にあるということを知りました。数年
考えていたらしく、年齢的にも今しかないということで一念発起したようで
ございます。畑作栽培ではなく、梅と柚の栽培なので、今のところは両立
できるであろうという面積を購入する予定のようです。もう既に、譲渡人と
の話はできており、既存の樹木が老木であるということから、苗木の準備
もし、美郷の専業農家に、指導も受けているようでございます。農地法第
３条第２項各号には該当しないため、農地の権利移動の許可要件を満た
していると考えます。
その他、必要関係書類は添付されております。ご審議の程、よろしくお

願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、担当委員であります、１８番、大塚委員の方
から、現地調査の結果ならびに補足説明をお願いします。

１８番 １８番、大塚です。いま、事務局から説明があったとおりでございます
が、補足説明をさせていただきます。担当委員として聞いたのは、美郷の
地域おこしとして地域に貢献したい、また、従来の宝探し探検隊の方々と
協議をしながら地域を活性化したいという思いから。さらに母の出里であ
るということから、力を入れていきたいといっていました。担当委員として
は、よい人が農業をしてくれると感じています。こういう人がもっと出てき
てくれたらなという思いがあります。新設農家としては、申し分ない人だと
思い５反で始めて、もっと増やしていきたいという計画もあるようなので、
問題は無いと思います。ご審議の程、よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第９
号４番の、譲渡人、山川町、山本キヨコ（やまもと きよこ）さんと、譲受
人、鴨島町、新居卓哉（にい たくや）さんとの、売買による所有権移転に
つきましては、耕作状況についても、許可基準を全て満たしており、問題
ないということでございます。委員の皆さん、ご質問、ご意見ございません
か。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第９号
４番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）
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議 長 異議なしということでございますので、議第９号４番につきましては、許
可することに決定いたしました。

議 長 次に、議第１０号、農地法第５条第１項の規定による許可申請について
でございます。この議案につきましては、会長許可でございます。

議 長 １番は、前回の保留案件でございます。譲渡人、鴨島町、笠井重子
他１名（かさい しげこ ほか１めい）さんと、譲受人、鴨島町、株式会社
オートボデーサービスカワハラ 代表取締役 川原亮介（かわはら

りょうすけ）さんとの、売買による車両置き場建設のための転用申請でご
ざいます。事務局の説明を求めます。

事務局 議案書の３頁をご覧ください。１番でございます。３筆ございます。
位置図については、資料５です。
申請地の所在は、鴨島町知恵島字中須賀西１１７７番２ 他２筆、地目

は、台帳、現況共に畑、３筆の合計面積は１，４７０㎡でございます。農用
地区分は、農用地区域外農地の第２種農地でございます。
計画概要は、譲受人は自動車修理・販売等の経営が順調で、現在の

車両置き場は会社周辺にあるのですがいつも手狭で、周辺で適地を探し
ていたところ、譲渡人と売買で話がまとまったようでございます。
土地の造成については、現況地盤は前面道路から７０ｃｍ程度低いた

め、良質土で盛り土を行い、整地の上、砕石を敷き仕上げます。民民境
界には、擁壁及びコンクリートブロック擁壁を新設するため、土砂等の流
出はありません。隣地所有者には、了承を得ているようです。
排水については、雨水のみで、地下浸透させる計画であり、周辺農地

への影響は現状と変わらないものと思われます。
本件につきましては、浸水地域であるということから、周辺農地所有者

等に対し、きめ細やかな説明をしてほしいとの地元委員さんからの意見
がございましたので、申請者にその旨を伝え、申請者においては、コロナ
禍ということで、関係者に文書配布による、説明をして頂きました。その結
果、明らかな反対意見はなく、個別対応による対処内容であったとの報
告を頂いております。対応については真摯に行いたいとの意見も頂いて
おります。その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、
許可やむを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、１７番、瀬尾委員の方から、現地調査の結
せのお

果ならびに補足説明をお願いします。

１７番 １７番、瀬尾でございます。事務局から説明があったとおりでございま
せのお

すが、補足説明をさせていただきます。３月１日に、代理人から電話連絡
があり、近隣の方々には書面にて案内するとのことでした。その結果、１
名の方より、水道の確保、埋める土の注意、油漏れがないように、進入路
の確保などの要望があったようで、それに対してできる限りの対応をする
とのことでした。まずは、擁壁の建設については、境界から控えめにまず
は建設するとのことでした。地域への説明もできたので、問題は無いと思
います。ご審議の程よろしくお願い致します。
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議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第１０
号１番、譲渡人、鴨島町、笠井重子 他１名（かさい しげこ ほか１め
い）さんと、譲受人、鴨島町、株式会社 オートボデーサービスカワハラ
代表取締役 川原亮介（かわはら りょうすけ）さんとの、売買による

車両置き場建設のための転用申請につきまして、委員の皆さん、ご質
問、ご意見ございませんか。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第１０
号１番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第１０号１番につきましては許
可することに決定いたしました。

議 長 続きまして２番の、譲渡人、鴨島町、木村能久 他１名（きむら よしひ
さ ほか１めい）さんと、譲受人、大阪府八尾市、合同会社 ヒカリプロダ
クツ 代表社員 飯高直樹（いいだか なおき）さんとの、売買による太
陽光発電施設建設のための転用申請でございます。事務局の説明を求
めます。

事務局 ２番でございます。２筆ございます。位置図については、資料６です。
申請地の所在は、鴨島町山路字堂原５２４番１及び５２５番２、地目は、

台帳、現況共に畑、２筆の合計面積は１，１８７㎡でございます。農用地区
分は、農用地区域外農地の第２種農地でございます。
計画概要は、太陽光パネル３１１枚、パワコン９台、発電出力４９．５㎾

程度の太陽光発電施設を設け、発生した電力を四国電力へ売電する計
画です。事業費は借入金６４０万円を予定しています。
土地の造成については、整地の上、防草シートを敷き仕上げます。民

民境界には既設擁壁及び土羽止めがあるため、土砂等の流出はありま
せん。また、周囲に１．２ｍ高程度のフェンスを境界から５０ｃｍ程度離し
て設置する計画です。
排水については、雨水のみで、地下浸透させる計画であり、周辺農地

への影響は現状と変わらないものと思われます。
その他関係書類は添付されておりますので、許可やむを得ないと思わ

れます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、４番、原田委員の方から、現地調査の結果
ならびに補足説明をお願いします。

４番 ４番、原田でございます。事務局から説明があったとおりでございます
が、補足説明をさせていただきます。３月の２２日に会長以下事務局と現
地調査を行いました。譲渡人は高齢ということで、管理ができないという
状態になっています。３０年近く耕作放棄地という状態が続いています。
竹林状態の土地で、現状より太陽光の方がましでないかと思います。周
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辺も太陽光ばかりなので何も問題は無いと思います。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第１０
号２番、譲渡人、鴨島町、木村能久 他１名（きむら よしひさ ほか１
めい）さんと、譲受人、大阪府八尾市、合同会社 ヒカリプロダクツ 代
表社員 飯高直樹（いいだか なおき）さんとの、売買による太陽光発電
施設建設のための転用申請につきまして、委員の皆さん、ご質問、ご意
見ございませんか。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第１０
号２番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第１０号２番につきましては許
可することに決定いたしました。

議 長 続きまして３番、４番の一時転用申請及び議第１１号１番の事業計画変
更申請については関連していますのでの、一括審議とさせて頂きます。３
番は、譲渡人、鴨島町、大塚聿子 他５名（おおつか ふでこ ほか５め
い）さんと、譲受人、徳島市、森田緑化株式会社 代表取締役 森田真
輔（もりた しんすけ）さんとの、売買による太陽光発電施設建設のため
の転用申請でございます。本案件は、３，０００㎡を超える大規模転用申
請につき、徳島県農業会議へ意見を求める、諮問案件でございます。４
番は、貸し人、徳島市、流 淳臣（ながれ あつおみ）さんと、借り人、徳
島市、森田緑化株式会社 代表取締役 森田真輔（もりた しんすけ）
さんとの、賃貸借権による進入路・資材置き場のための一時転用申請で
ございます。議第１１号１番の事業計画変更申請は、徳島市、森田緑化
株式会社 代表取締役 森田真輔（もりた しんすけ）さんから、切り枝
処理場、チップ保管場所での転用を許可したものであり、今回、造成計画
のうち、水路整備・土地の形質等の土地利用計画変更申請でございま
す。事務局の説明を求めます。

事務局 ３頁、４頁及び７頁をご覧ください。３番、４番及び議第１１号１番でござ
います。位置図については、資料６です。
申請地の所在は、３番が、鴨島町山路字岡原１６９８番 他７筆、議第

１１号１番が、同町山路字阿葉谷２２６４番１、地目は、台帳、現況共に
畑、３番、８筆の合計面積は５，０５７㎡、４番、事業計画変更、議第１１号
１番の面積は１，６０４㎡でございます。農用地区分は、農用地区域外農
地の第２種農地でございます。
３番の計画概要は、太陽光パネル９６０枚、パワコン８台、発電出力４０

０．０㎾程度の太陽光発電施設を設け、発生した電力を四国電力へ売電
する計画です。事業費は自己資金９，０００万円を予定しています。
土地の造成については、構内で切り土、盛り土を行い、南から北へ現

状のとおり傾斜を切ります。東西においても同様に、新設水路にむけ傾
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斜を切り、構内を整地の上、砕石を敷き仕上げます。民民境界には土羽
止め及びブロック擁壁を新設するため、土砂等の流出はありません。ま
た、周囲に１．２ｍ高程度のフェンスを境界から少し離して設置する計画
です。
排水については、雨水のみで、地下浸透と新設水路により処理する計

画であり、議第１１号１番の事業計画変更については、造成計画の変更、
水路整備及び土地の形質変更は、この排水計画の変更によるものです。
排水の流末は、市水路へ放流する計画であり、市から、雨水排水放流承
諾も既に得ています。これにより、周辺農地への影響は現状と変わらな
いものと思われます。
４番の一時転用につきましては、太陽光発電施設建設のための進入

路の確保及び建設資材の仮置き場として、工事期間中のみ一時使用す
るものでございます。工事完了後は、農地へ原形復旧する予定です。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、４番、原田委員の方から、現地調査の結果
ならびに補足説明をお願いします。

４番 ４番、原田でございます。事務局から説明があったとおりでございます
が、補足説明をさせていただきます。この土地は、谷に沿った土地で、大
体話はまとまっていたのですが、排水問題がありまして、その問題も譲受
人の方で解決するということで、周辺の所有者であるとか、自治会の方の
許可も頂いたということでございます。申請地は長年耕作放棄地ばかり
で、周辺も太陽光になっていますので問題は無いと思います。一時転用
も、資材の仮置き場後は元へ返すので何も問題は無いと思います。ご審
議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第１０
号３番、売買による太陽光発電施設建設のための転用申請、４番の一時
転用申請及び議第１１号１番の事業計画変更申請について、委員の皆さ
ん、ご質問、ご意見ございませんか。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第１０
号３番、売買による太陽光発電施設建設のための転用申請、４番の一時
転用申請及び議第１１号１番の事業計画変更申請について許可すること
に、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第１０号３番、売買による太陽
光発電施設建設のための転用申請、４番の一時転用申請及び議第１１
号１番の事業計画変更申請については許可することに決定いたしまし
た。なお、議第１０号３番につきましては、徳島県農業会議へ諮問致しま
す。
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議 長 続きまして５番、６番は関連していますので一括審議致します。譲渡
人、川島町、二條浩美（にじょう ひろみ）さんと、譲受人、香川県三豊
市、株式会社 エナジートラストカンパニー 代表取締役 瀬戸洋介（せ
と ようすけ）さんとの、売買による太陽光発電施設建設のための転用申
請でございます。事務局の説明を求めます。

事務局 ５番、６番でございます。２筆ございます。位置図については、資料７で
す。
申請地の所在は、川島町山田字北原３９番及び４３番１、地目は、台

帳、現況共に田、２筆の合計面積は１，５１１㎡でございます。農用地区分
は、農用地区域外農地の第２種農地でございます。
計画概要は、５番が、太陽光パネル２４０枚、パワコン４台、発電出力４

９．５㎾程度の太陽光発電施設を設け、発生した電力を四国電力へ売電
する計画です。事業費は自己資金７４０万円を予定しています。６番が、
太陽光パネル２４０枚、パワコン４台、発電出力４９．５㎾程度の太陽光発
電施設を設け、発生した電力を四国電力へ売電する計画です。事業費は
自己資金７４０万円を予定しています。
土地の造成については、整地のみで仕上げます。民民境界には土羽

止めと石積み擁壁があるため、土砂等の流出はありません。また、周囲
に１．２ｍ高程度のフェンスを境界から少し離して設置する計画です。
排水については、雨水のみで、地下浸透させる計画であり、周辺農地
への影響は現状と変わらないものと思われます。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、１５番、阿部芳浩委員の方から、現地調査
ヨシヒロ

の結果ならびに補足説明をお願いします。

１５番 １５番、阿部でございます。事務局から説明があったとおりでございま
すが、補足説明をさせていただきます。この２筆につきましては、私も農
業委員になる前から相談を受けていまして、譲渡人は２年前に母親から
相続しまして、体調の問題から耕作ができないので、どうにかならないか
とのことでした。今回太陽光に売却するということはやむを得ないことだと
思います。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第１０
号５番、６番、譲渡人、川島町、二條浩美（にじょう ひろみ）さんと、譲受
人、香川県三豊市、株式会社 エナジートラストカンパニー 代表取締
役 瀬戸洋介（せと ようすけ）さんとの、売買による太陽光発電施設建
設のための転用申請につきまして、委員の皆さん、ご質問、ご意見ござい
ませんか。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第１０
号５番、６番について許可することに、ご異議ございませんか。
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（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第１０号５番、６番につきまして
は許可することに決定いたしました。

議 長 続きまして７番の、譲渡人、大阪市、長江伸昭（ながえ のぶあき）さん
と、譲受人、鴨島町、滝上和希（たきうえ かずき）さんとの、売買による
居宅新築のための転用申請でございます。事務局の説明を求めます。

事務局 ５頁をご覧ください。７番でございます。位置図については、資料８で
す。
申請地の所在は、川島町桑村字岡山３３６番１、地目は、台帳、現況共

に田、面積は４０５㎡でございます。農用地区分は、農用地区域外農地の
第２種農地でございます。
譲渡人は、大阪で生活しており、土地の管理に苦慮していたところ、譲

受人と売買で話がまとまったようでございます。譲受人は妻と借家住まい
をしており、戸建て住宅を建てたいと考え、適地を探していたようです。
計画概要は、木造平屋建て延べ床面積１２０．１９㎡の専用住宅を、借

入金３，１５０万円で建築する計画です。東側に接続する県道より申請地
全体が４０ｃｍ程度高く、民民境界は、既設擁壁で囲まれていますので、
駐車場スペースとして、３台分を北東側の敷地を切り下げて確保し、砕石
を２０ｃｍ程度敷きコンクリート舗装により仕上げます。コンクリート擁壁を
新設しますので、土砂等の流出はありません。
住居部分の土地の造成については、表土をすき取り山土で整地の上、

砕石を２０ｃｍ程度敷き仕上げます。
給水・雑排水等については、市上下水道を使用し、雨水については、、

地下浸透及び自然流下させる計画であり、周辺農地への影響は現状と
変わらないものと思われます。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、１５番、阿部芳浩委員の方から、現地調査
ヨシヒロ

の結果ならびに補足説明をお願いします。

１５番 １５番、阿部でございます。事務局から説明があったとおりでございま
すが、補足説明をさせていただきます。売買により居宅を建築するという
ことで、住宅地の一画なので問題は無いと思います。ご審議の程よろしく
お願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第１０
号７番、譲渡人、大阪市、長江伸昭（ながえ のぶあき）さんと、譲受人、
鴨島町、滝上和希（たきうえ かずき）さんとの、売買による居宅新築の
ための転用申請につきまして、委員の皆さん、ご質問、ご意見ございませ
んか。

（質疑なしとの声）
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議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第１０
号７番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第１０号７番につきましては許
可することに決定いたしました。

議 長 続きまして８番の、譲渡人、川島町、伊勢米子（いせ よねこ）さんと、
譲受人、徳島市、株式会社 フィット 代表取締役 鈴江崇文（すずえ
たかふみ）さんとの、売買による太陽光発電施設建設のための転用申

請でございます。事務局の説明を求めます。

事務局 ８番でございます。位置図については、資料９です。
申請地の所在は、川島町桑村字天神１２９５番１、地目は、台帳、現況

共に田、面積は８０２㎡でございます。農用地区分は、令和２年５月２５日
付けで農振除外された、第２種農地でございます。
計画概要は、太陽光パネル２３１枚、パワコン１０台、発電出力４９．５

㎾程度の太陽光発電施設を設け、発生した電力を四国電力へ売電する
計画です。事業費は自己資金１，６００万円を予定しています。
土地の造成については、整地のみで仕上げます。民民境界には、既設

帯コン及び土羽止めがあるため、土砂等の流出はありません。また、周
囲に１．２ｍ高程度のフェンスを境界から５０ｃｍ程度離して設置する計画
です。
排水については、雨水のみで、地下浸透させる計画であり、周辺農地

への影響は現状と変わらないものと思われます。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、１番、松本委員の方から、現地調査の結果
ならびに補足説明をお願いします。

事務局 松本委員から報告を頂いています。境界から５０ｃｍ程度は必ず離して
フェンスを設置すること。浸水地域であるので、パネル高に一抹の不安が
ある。もう少し上げられないか検討してほしいとのことでした。事務局の方
からその旨を申請者に伝えてあることをご報告いたします。その他は、許
可やむを得ないのではないかとのことでした。ご審議の程よろしくお願い
致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第１０
号８番、譲渡人、川島町、伊勢米子（いせ よねこ）さんと、譲受人、徳島
市、株式会社 フィット 代表取締役 鈴江崇文（すずえ たかふみ）さ
んとの、売買による太陽光発電施設建設のための転用申請につきまし
て、委員の皆さん、ご質問、ご意見ございませんか。

（質疑なしとの声）
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議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第１０
号８番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第１０号８番につきましては許
可することに決定いたしました。

議 長 続きまして９番の、貸し人、川島町、矢田誠子（やた せいこ）さんと、
借り人、徳島市、株式会社 Energy Concierge 代表取締役 近藤秀典
（かぶしきがいしゃ エネルギーコンセルジェ だいひょうとりしまりやく
こんどう ひでのり）さんとの、賃貸借権の設定による太陽光発電施設建
設のための転用申請でございます。事務局の説明を求めます。

事務局 ９番でございます。位置図については、資料１０です。
申請地の所在は、川島町学字北久保６８番１、地目は、台帳、現況共

に田、面積は２，３７３㎡でございます。農用地区分は、令和２年５月２５
日付けで農振除外された、第２種農地でございます。
計画概要は、太陽光パネル３００枚、パワコン５台、発電出力４９．５㎾

程度の太陽光発電施設を設け、発生した電力を四国電力へ売電する計
画です。事業費は自己資金１，０６０万円を予定しています。
土地の造成については、整地の上、防草シートを敷き仕上げます。民

民境界には、既設帯コンがあるため、土砂等の流出はありません。また、
周囲に１．２ｍ高程度のフェンスを境界から５０ｃｍ程度離して設置する計
画です。
排水については、雨水のみで、地下浸透させる計画であり、周辺農地

への影響は現状と変わらないものと思われます。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、５番、大久保委員の方から、現地調査の結
果ならびに補足説明をお願いします。

５番 ５番、大久保でございます。事務局から説明があったとおりでございま
すが、補足説明をさせていただきます。近所の方にも説明は終了してお
り、何も問題は無いとのことです。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第１０
号９番、貸し人、川島町、矢田誠子（やた せいこ）さんと、借り人、徳島
市、株式会社 Energy Concierge 代表取締役 近藤秀典（かぶしきが
いしゃ エネルギーコンセルジェ だいひょうとりしまりやく こんどう
ひでのり）さんとの、賃貸借権の設定による太陽光発電施設建設のため
の転用申請につきまして、委員の皆さん、ご質問、ご意見ございません
か。

（質疑なしとの声）
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議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第１０
号９番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第１０号９番につきましては許
可することに決定いたしました。

議 長 続きまして１０番の、譲渡人、大阪府守口市、石川 武 他１名（いし
かわ たけし ほか１めい）さんと、譲受人、徳島市、株式会社 フィット
代表取締役 鈴江崇文（すずえ たかふみ）さんとの、売買による太

陽光発電施設建設のための転用申請でございます。事務局の説明を求
めます。

事務局 １０番でございます。２筆ございます。位置図については、資料１１で
す。
申請地の所在は、山川町天神９７番１，９７番２、地目は、台帳、現況共

に畑、２筆の合計面積は９２１㎡でございます。農用地区分は、農用地区
域外農地の第２種農地でございます。
計画概要は、太陽光パネル３００枚、パワコン１０台、発電出力４９．５

㎾程度の太陽光発電施設を設け、発生した電力を四国電力へ売電する
計画です。事業費は自己資金１，４００万円を予定しています。
土地の造成については、整地のみで仕上げます。民民境界には、土羽

止めを新設するため、土砂等の流出はありません。また、周囲に１．２ｍ
高程度のフェンスを境界から５０ｃｍ程度離して設置する計画です。
排水については、雨水のみで、地下浸透させる計画であり、周辺農地

への影響は現状と変わらないものと思われます。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、９番、川端委員の方から、現地調査の結果
ならびに補足説明をお願いします。

９番 ９番、川端でございます。事務局から説明があったとおりでございます
が、補足説明をさせていただきます。所有者２人に状況を聞いたところ、
耕作ができる状況に無いということで、何も問題は無いと思います。ご審
議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第１０
号１０番、譲渡人、大阪府守口市、石川 武 他１名（いしかわ たけし
ほか１めい）さんと、譲受人、徳島市、株式会社 フィット 代表取締役
鈴江崇文（すずえ たかふみ）さんとの、売買による太陽光発電施設

建設のための転用申請につきまして、委員の皆さん、ご質問、ご意見ござ
いませんか。

（質疑なしとの声）



- 16 -

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第１０
号１０番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第１０号１０番につきましては
許可することに決定いたしました。

議 長 続きまして１１番の、譲渡人、大阪府和泉市、山口眞理 他１名（やま
ぐち まり ほか１めい）さんと、譲受人、徳島市、株式会社 フィット
代表取締役 鈴江崇文（すずえ たかふみ）さんとの、売買による太陽
光発電施設建設のための転用申請でございます。事務局の説明を求め
ます。

事務局 １１番でございます。２筆ございます。位置図については、資料１１で
す。
申請地の所在は、山川町忌部１０６番５，１０６番６、地目は、台帳、現

況共に田、２筆の合計面積は１，２１１㎡でございます。農用地区分は、令
和２年５月２５日付けで農振除外された、第２種農地でございます。
計画概要は、太陽光パネル２７６枚、パワコン１０台、発電出力４９．５

㎾程度の太陽光発電施設を設け、発生した電力を四国電力へ売電する
計画です。事業費は自己資金１，５１０万円を予定しています。
土地の造成については、整地のみで仕上げます。民民境界には、土羽

止めを新設するため、土砂等の流出はありません。また、周囲に１．２ｍ
高程度のフェンスを境界から５０ｃｍ程度離して設置する計画です。
排水については、雨水のみで、地下浸透させる計画であり、周辺農地

への影響は現状と変わらないものと思われます。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、６番、藤川委員の方から、現地調査の結果
ならびに補足説明をお願いします。

６番 ６番、藤川でございます。事務局から説明があったとおりでございます
が、補足説明をさせていただきます。譲渡人は大阪で生活していますが、
弟さんが市内で住んでいます。２人で相続しましたが高齢のため耕作で
きないということで、ご近所に農地の売買の話をしましたが、みなさん高
齢のためこれ以上は増やせないということで、太陽光発電の会社に売買
することになりました。周辺も太陽光になっている地域なので何も問題は
無いと思います。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第１０
号１１番、譲渡人、大阪府和泉市、山口眞理 他１名（やまぐち まり
ほか１めい）さんと、譲受人、徳島市、株式会社 フィット 代表取締役
鈴江崇文（すずえ たかふみ）さんとの、売買による太陽光発電施設建
設のための転用申請につきまして、委員の皆さん、ご質問、ご意見ござい
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ませんか。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第１０
号１１番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第１０号１１番につきましては
許可することに決定いたしました。

議 長 続きまして１２番の、譲渡人、山川町、松村政昭（まつむら まさあき）
さんと、譲受人、徳島市、株式会社 フィット 代表取締役 鈴江崇文
（すずえ たかふみ）さんとの、売買による太陽光発電施設建設のための
転用申請でございます。事務局の説明を求めます。

事務局 １２番でございます。位置図については、資料１２です。
申請地の所在は、山川町忌部２１７番４、地目は、台帳、現況共に田、

面積は９８２㎡でございます。農用地区分は、令和２年５月２５日付けで農
振除外された、第２種農地でございます。
計画概要は、太陽光パネル２５８枚、パワコン１０台、発電出力４９．５

㎾程度の太陽光発電施設を設け、発生した電力を四国電力へ売電する
計画です。事業費は自己資金１，４３０万円を予定しています。
土地の造成については、整地のみで仕上げます。民民境界には、土羽

止めを新設するため、土砂等の流出はありません。また、周囲に１．２ｍ
高程度のフェンスを境界から５０ｃｍ程度離して設置する計画です。
排水については、雨水のみで、地下浸透させる計画であり、周辺農地

への影響は現状と変わらないものと思われます。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、６番、藤川委員の方から、現地調査の結果
ならびに補足説明をお願いします。

６番 ６番、藤川でございます。事務局から説明があったとおりでございます
が、補足説明をさせていただきます。譲渡人は会社勤めをしています。お
父さんが早くに亡くなり、お母さんと２人で耕作をしていましたが、トラクタ
ーが古くなり、お母さんも高齢となったため、農作業が困難になりました。
耕作不便地で放棄地になっている農地を太陽光の会社に売ることになり
ました。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第１０
号１２番、譲渡人、山川町、松村政昭（まつむら まさあき）さんと、譲受
人、徳島市、株式会社 フィット 代表取締役 鈴江崇文（すずえ たか
ふみ）さんとの、売買による太陽光発電施設建設のための転用申請につ
きまして、委員の皆さん、ご質問、ご意見ございませんか。
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（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第１０
号１２番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第１０号１２番につきましては
許可することに決定いたしました。

議 長 続きまして１３番の、譲渡人、山川町、山本芳子（やまもと よしこ）さん
と、譲受人、川島町、大塚喜行（おおつか よしゆき）さんとの、売買によ
る太陽光発電施設建設のための転用申請でございます。事務局の説明
を求めます。

事務局 １３番でございます。位置図については、資料１３です。
申請地の所在は、山川町岩戸３５番１、地目は、台帳、現況共に田、面

積は７８２㎡でございます。農用地区分は、令和２年５月２５日付けで農振
除外された、第２種農地でございます。
計画概要は、太陽光パネル１８０枚、パワコン５台、発電出力４９．９㎾

程度の太陽光発電施設を設け、発生した電力を四国電力へ売電する計
画です。事業費は借入金１，４５０万円を予定しています。
土地の造成については、整地の上、防草シート及び砕石を敷き仕上げ

ます。民民境界には、既設擁壁及び土羽止めがあるため、土砂等の流出
はありません。また、周囲に１．２ｍ高程度のフェンスを境界から５０ｃｍ程
度離して設置する計画です。
排水については、雨水のみで、地下浸透させる計画であり、周辺農地

への影響は現状と変わらないものと思われます。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、６番、藤川委員の方から、現地調査の結果
ならびに補足説明をお願いします。

６番 ６番、藤川でございます。事務局から説明があったとおりでございます
が、補足説明をさせていただきます。譲渡人はご主人が亡くなってからは
耕作をしておらず、耕作放棄地になっており、この度太陽光発電会社に
売却することになりました。周辺も太陽光になっており何も問題は無いと
思います。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第１０
号１３番、譲渡人、山川町、山本芳子（やまもと よしこ）さんと、譲受人、
川島町、大塚喜行（おおつか よしゆき）さんとの、売買による太陽光発
電施設建設のための転用申請につきまして、委員の皆さん、ご質問、ご
意見ございませんか。
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（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第１０
号１３番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第１０号１３番につきましては
許可することに決定いたしました。

議 長 続きまして１４番の、譲渡人、鴨島町、森住那津子（もりずみ なつこ）
さんと、譲受人、美馬市、藤田商事 株式会社 代表取締役 藤田育美
（ふじた いくみ）さんとの、売買による太陽光発電施設建設のための転
用申請でございます。事務局の説明を求めます。

事務局 ６頁をご覧ください。１４番でございます。位置図については、資料１３で
す。
申請地の所在は、山川町岩戸４７番１、地目は、台帳、現況共に畑、面

積は８７１㎡でございます。農用地区分は、令和２年５月２５日付けで農振
除外された、第２種農地でございます。
計画概要は、太陽光パネル１８０枚、パワコン５台、発電出力４９．９㎾

程度の太陽光発電施設を設け、発生した電力を四国電力へ売電する計
画です。事業費は自己資金１，４５０万円を予定しています。
土地の造成については、整地の上、防草シート及び砕石を敷き仕上げ

ます。民民境界には、既設擁壁及び土羽止めがあるため、土砂等の流出
はありません。また、周囲に１．２ｍ高程度のフェンスを境界から５０ｃｍ程
度離して設置する計画です。
排水については、雨水のみで、地下浸透させる計画であり、周辺農地

への影響は現状と変わらないものと思われます。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、６番、藤川委員の方から、現地調査の結果
ならびに補足説明をお願いします。

６番 ６番、藤川でございます。事務局から説明があったとおりでございます
が、補足説明をさせていただきます。申請地は長らく耕作放棄地になって
おり、太陽光の会社へ売却することになりました。周辺も太陽光になって
おり、何も問題は無いと思います。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第１０
号１４番、譲渡人、鴨島町、森住那津子（もりずみ なつこ）さんと、譲受
人、美馬市、藤田商事 株式会社 代表取締役 藤田育美（ふじた い
くみ）さんとの、売買による太陽光発電施設建設のための転用申請につ
きまして、委員の皆さん、ご質問、ご意見ございませんか。

（質疑なしとの声）
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議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第１０
号１４番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第１０号１４番につきましては
許可することに決定いたしました。

議 長 続きまして１５番の、譲渡人、山川町、石川弘治（いしかわ こうじ）さん
と、譲受人、阿波市、株式会社 友愛ハウジング 代表取締役 井内末
起（いうち すえき）さんとの、売買による建て売り分譲住宅建設のため
の転用申請でございます。本案件は、農地区分第１種農地における建て
売り分譲住宅建設のための転用申請につき、徳島県農業会議へ意見を
求める、諮問案件でございます。事務局の説明を求めます。

事務局 １５番でございます。２筆ございます。位置図については、資料１４で
す。
申請地の所在は、山川町諏訪２０１番１及び２０２番３、地目は、台帳、

現況共に田、２筆の合計面積は１，６６２㎡でございます。農用地区分は、
農用地区域外農地の第１種農地でございます。
計画概要は、建て売り分譲住宅として、木造２階建て住宅を４棟建築

し、販売する計画です。譲渡人は、農業後継者もなく、管理に苦慮してい
たということもあり、建て売り分譲用地として売買で話がまとまったようで
す。
土地の造成については、表土をすき取り、良質土で９０ｃｍ程度盛土

し、砕石を１０ｃｍ敷き、前面市道と同じ高さで仕上げます。民民境界には
擁壁を新設しますので、土砂等の流出はありません。
給水については、市上水道を使用します。雑排水については、合併浄

化槽を設置し、新設の区域内道路両側側溝へ接続させる計画です。雨水
排水については、地下浸透させ、区域内道路の両側側溝に自然流下さ
せる予定ですので、周辺農地への影響はないものと思われます。事業費
は借入金１億３百万円を予定しています。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、９番、川端委員の方から、現地調査の結果
ならびに補足説明をお願いします。

９番 ９番、川端でございます。事務局から説明があったとおりでございます
が、補足説明をさせていただきます。譲受人は高齢で耕作ができないと
いうことと、隣地の宅地が売買され住宅地になるということで、売買するこ
とになりました。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第１０
号１５番、譲渡人、山川町、石川弘治（いしかわ こうじ）さんと、譲受人、
阿波市、株式会社 友愛ハウジング 代表取締役 井内末起（いうち
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すえき）さんとの、売買による建て売り分譲住宅建設のための転用申請
につきまして、委員の皆さん、ご質問、ご意見ございませんか。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第１０
号１５番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第１０号１５番につきましては
許可することに決定いたしました。なお、本案件につきましては、徳島県
農業会議へ諮問致します。

議 長 続きまして１６番の、貸し人、山川町、芝髙 進（しばたか すすむ）さ
んと、借り人、川島町、芝髙宏亮 他１名（しばたか こうすけ ほか１め
い）さんとの、使用貸借権による居宅新築のための転用申請でございま
す。事務局の説明を求めます。

事務局 １６番でございます。位置図については、資料１５です。
申請地の所在は、山川町片岸７２番１、地目は、台帳、現況共に田、面

積は６６９㎡でございます。農用地区分は、農用地区域外農地の第２種
農地でございます。
借り人は、単身赴任で、妻と子供たちは、妻の実家である貸し人と同居

しています。子供たちも大きくなり、実家も手狭になったので、隣地である
申請地に新居を建てることになったようでございます。
計画概要は、木造平屋建て延べ床面積１０５．１６㎡の専用住宅を、借

入金４，０００万円で建築する計画です。西側に接続する県道より申請地
全体が８０ｃｍ程度低いので、土砂等により地上げし、砕石を敷き仕上げ
ます。民民境界は、コンクリート擁壁を新設しますので、土砂等の流出は
ありません。
給水は、市上水道を使用し、雑排水等については合併浄化槽を設置

し、流末は西側水路に接続する計画です。雨水については、、地下浸透
及び自然流下させる計画であり、周辺農地への影響は現状と変わらない
ものと思われます。
その他関係書類は添付されており、当該申請につきましては、許可や

むを得ないと思われます。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今の説明に関連して、１２番、真椙委員の方から、現地調査の結
果ならびに補足説明をお願いします。

１２番 １２番、真椙でございます。事務局から説明があったとおりでございま
す。別段問題は無いと思います。ご審議の程よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局並びに担当委員より補足説明がございました、議第１０
号１６番、貸し人、山川町、芝髙 進（しばたか すすむ）さんと、借り人、
川島町、芝髙宏亮 他１名（しばたか こうすけ ほか１めい）さんとの、
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使用貸借権による居宅新築のための転用申請につきまして、委員の皆さ
ん、ご質問、ご意見ございませんか。

（質疑なしとの声）

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第１０
号１６番について許可することに、ご異議ございませんか。

（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第１０号１６番につきましては
許可することに決定いたしました。

議 長 次の、７頁、議第１１号事業計画の変更、１番につきましては、既に審
議が終了しています。

議 長 次に、議第１２号農用地利用集積計画の決定についてを、議題と致し
ます。それでは、事務局の説明を求めます。

事務局 議案書の８頁から１６頁をご覧下さい。議第１２号農用地利用集積計画
の決定についてご説明致します。
農用地利用集積計画の決定については、農業経営基盤強化促進法第

１８条第１項の規定により、令和３年３月１１日付け２吉農林第５８１号で
吉野川市長から諮問があったものであります。
今回の農用地利用集積計画につきましては、利用権設定新規が３１件

６０筆６６，１７７㎡でございます。
以上でございます。ご審議の程、よろしくお願い致します。

議 長 ただ今、事務局より説明がありましたが、各委員のご質問、ご意見はご
ざいませんか。

（質疑なしとの声）

４番 ４番原田でございます。１点確認をさせてください。この中で、 NO.９で
すけれど、山路の地番で全面積５，３１６㎡の土地で、平山さんがお持ち
の土地なんですが、新たに阿波市の方が借りられるということなのです
が、これにつきましては、地元の推進委員である毛利さんから、草が生え
ているので対策を申し出ておられるはずなんですが、借主の方は、阿波
市の方で手広く農業をされているのかどうか教えて頂きたいのですけど。
すぐに解らなければ後からでもいいので、教えてほしいだけです。

事務局 現在資料がありませんので、阿波市農業委員会に問い合わせて、ご返
事させて頂きたいと思います。

議 長 質疑がないようでございますので、それでは採決を致します。議第１２
号農用地利用集積計画の決定について、承認することに、ご異議ござい
ませんか。
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（異議なしとの声）

議 長 異議なしということでございますので、議第１２号につきましては、承認
されました。

議 長 次に報告事項に移ります。

報告事項（１）農地法第３条第１項の規定による許可申請の取り下げ願
いについて、報告事項（２）農地法第５条第１項第７号の規定による届出
について、報告事項（３）農地の転用事実に関する照会について、報告事
項（４）農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局より報告
を求めます。

事務局 報告事項（１）農地法第３条第１項の規定による許可申請の取り下げ願
いについて、ご説明致します。

この件につきましては、農地法第３条第１項の規定による許可申請書
を提出した後、許可処分前に私法上の売買契約の解除、解約又は転用
計画の中止、変更等の事由が生じた場合は、徳島県農地関係事務処理
要領第１１の規定により、許可申請の取り下げを行うことができる。となっ
ています。
議案書の１７頁をご覧ください。１番です。位置図は資料１６です。
この報告に関しましては、令和３年２月５日付けで農地法第３条申請書

が提出されました。譲渡人、山川町、原田孝正（はらだ たかまさ）さん
と、譲受人、山川町、三宅千年（みやけ ちとし）さんとの売買契約の解
除でございます。
所在は、山川町川田１２０２番、地目は、台帳現況共に畑、面積は５１５

㎡で、徳島県農地関係事務処理要領第１１の規定により、令和３年３月１
日付けで取り下げ願いが提出され、これを確認しましたので、ご報告いた
します。

報告事項（２）農地法第５条第１項第７号の規定による届出について、
ご報告致します。

この件につきましては、市街化区域内の農地または採草放牧地につい
て転用目的で権利を設定し、または移動する場合にはあらかじめ農業委
員会へ届け出なければならないこととなっています。
議案書の１８頁をご覧下さい。
１番でございます。位置図については、資料１７です。
所在は、鴨島町喜来字宮北４６９番４、地目は、台帳、現況共に、畑、

面積は２００㎡でございます。譲渡人、鴨島町、宮崎 勝さんと、譲受人、
鴨島町、板野龍哉さんとの売買による転用で、転用目的は、居宅の新築

タツ ヤ

で、令和３年２月８日に届出が提出され、これを受理いたしましたので、ご
報告いたします。
２番でございます。位置図については、資料１８です。
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所在は、鴨島町上下島字片センダン５００番１、地目は、台帳、現況共
に、田、面積は１，６１２㎡でございます。譲渡人、鴨島町、谷岡あつみさ
んと、譲受人、鴨島町、株式会社 南北 代表取締役 橘 由紀さんと
の売買による転用で、転用目的は、宅地の分譲で、令和３年２月１０日に
届出が提出され、これを受理いたしましたので、ご報告いたします。
３番でございます。位置図については、資料１８です。
所在は、鴨島町上下島字松元４０８番１、地目は、台帳、現況共に、

田、面積は５０６㎡でございます。譲渡人、大阪市、由良 敬 さんと、譲
ユ ラ タカシ

受人、鴨島町、株式会社 南北 代表取締役 橘 由紀さんとの売買
による転用で、転用目的は、宅地の分譲で、令和３年２月１５日に届出が
提出され、これを受理いたしましたので、ご報告いたします。
４番でございます。位置図については、資料１８です。
所在は、鴨島町上下島字松元４０８番６、地目は、台帳、現況共に、

田、面積は５９４㎡でございます。譲渡人、鴨島町、武智ユキコさんと、譲
受人、鴨島町、株式会社 南北 代表取締役 橘 由紀さんとの売買
による転用で、転用目的は、宅地の分譲で、令和３年２月１５日に届出が
提出され、これを受理いたしましたので、ご報告いたします。
５番でございます。位置図については、資料１９です。
所在は、鴨島町鴨島字殿郷１３９番６、地目は、台帳、現況共に、畑、

面積は１２３㎡でございます。譲渡人、鴨島町、大塚誠二さんと、譲受人、
鴨島町、有限会社 ビッグマウンド 代表取締役 大塚イク子さんとの
売買による転用で、転用目的は、駐車場で、令和３年２月１６日に届出が
提出され、これを受理いたしましたので、ご報告いたします。

報告事項（３）農地の転用事実に関する照会について、ご報告致しま
す。

この件につきましては、土地の所有者等が法務局に対して地目変更登
記を申請し、その処理のため、登記官より農業委員会へ照会文書を発送
するもので、照会を受けた日から２週間以内に回答するものでございま
す。
議案書の１９頁をご覧下さい。１番です。位置図については、資料２０で

す。
照会地の所在は、鴨島町山路字宮ノ南１５９７番１、地目は、台帳、畑、

照会地目、原野、面積は１，０９８㎡、申請者、鴨島町、大塚 暹（おおつ
か すすむ）さんで、令和３年３月８日付けで回答いたしたものでございま
す。

２番です。２筆ございます。位置図については、資料２１です。
照会地の所在は、鴨島町山路字東野２０５４番１及び２０５５番１、地目

は、台帳、畑、照会地目、山林、２筆の合計面積は２，０５６㎡、申請者、
鴨島町、有持昌浩（ありもち まさひこ）さんで、令和３年３月８日付けで
回答いたしたものでございます。

報告事項（４）農地法第１８条第６項の規定による通知について、ご報
告致します。
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議案書の２０頁をご覧ください。
今回ご報告致します件数は、４件８筆でございます。
内訳と致しまして、利用権設定の使用貸借権合意解約が１件１筆、利

用権設定の賃貸借権合意解約が３件７筆でございます。

以上でございます。

議 長 報告事項（１）、報告事項（２）、報告事項（３）及び報告事項（４）につき
ましては、報告事項ですので、了承いたします。

最後にその他について、事務局の報告を求めます。

事務局 その他について説明。
（その他について、事務局からは別にございません。）
以上です。

議 長 それでは、本定例会の議案の審議については、全てが終了しました。
委員皆様のご協力を持って、スムーズに議事進行が出来ましたことを感
謝申し上げます。以上をもちまして本定例会を閉会といたします。

閉会 （終了時刻 午後３時１５分）

以上、会議の顛末を記載し相違ないことを証明するために、署名する。

令和 ３年 月 日

議 長

議事録署名者

議事録署名者

議事録調整書記


