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第６期 第１回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年８月１０日（木） 午前９時３０分～ 

 

２．開催場所 東温市役所 ４階 大会議室 

 

３．出席委員（１８人） 

 

４．欠席委員（１人） 

 

５．議事録署名人の指名について（２人） 

 

６. 議案日程 

    議案第１号 専決処理事案について              （１５件） 

    議案第２号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について  （ ２件） 

    議案第３号 農地中間管理事業に係る「農用地利用集積計画」の決定及び 

          「農用地利用配分計画（素案）」への意見について   （ １件） 

  

７. 農業委員会事務局職員（３人） 
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８．会議の概要 

○事務局長 

一同、ご起立願います。姿勢を正してください。一同、礼。ご着席下さい。 

先日は、台風５号による災害対策本部が設置されましたので、急遽、延期とさせて頂

きました。もう少し早く実施の判断をして、ご連絡をしたら良かったと反省しておりま

す。たいへんご迷惑をおかけしました。それでは、只今から第１回東温市農業委員会を

開会いたします。本日の農業委員の出席者は、農業委員総数１９名中１８名です。過半

数を超えておりますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定に基づき、

総会が成立していることをご報告させて頂きます。また本日はご案内のとおり、推進委

員さんの傍聴をご案内しており、２２名中１８名、出席して頂いております。 

それでは、会長、開会のご挨拶をお願いいたします。 

 

○会長 

  皆さん、おはようございます。７日に開催予定でありました第 1 回農業委員会が悪天

候の中で、災害対策本部ができ、避難指示準備情報が流れるという事で、急遽、延期を

いたしまして、皆さんにおかれましては何かとご迷惑をお掛けしたのではないかと思っ

ております。 

本日は、台風一過という事で、本来はもっとすっきりして良いんでしょうが、まだ夏

の盛りという事で、このような天候が続きますと、稲作を中心に病害虫の発生が懸念さ

れます。この農業委員会も新しい体制で今後臨みますが、農業と農地の問題につきまし

ては、非常に大事な局面を現在、迎えております。農業委員会法も変わりまして、軸足

を置いてやっていくという国の方針ですので、そういう方向に行かざるを得ないのかな

と思っております。皆さんの今後の活躍を期待している次第です。 

一つ、お米の情報をつないでいたらと思います。米価についてですが、おそらく今年

も上がって来るのではないかと思います。と言いますのは、今、国が適正在庫として年

明けの６月にないといけないというのが２００万トンですが、来年の６月の見通しを見

てみますと１８０万トンに下がっております。ですから、おそらく、この秋の買い取り

については５００円から１，０００円だと思いますが上がってくる可能性が十分あると

思います。今年上がりますと、３年連続で価格は上昇してきているという事になります。

それから、減反という言葉はもう古いんですが、転作の状況ですが、来年度からお米の

生産に対する７，５００円の交付金が打ち切られるという現在の情勢になっております。

上がろうとする米価から７，５００円は差し引かないといけないということですので、

逆に、ますます米の作付から離れていく可能性が出てきております。と言いますのは、

現在の交付金水準は飼料米単価が作れば作るほど、交付金を出しますということで１０

万５千円とか１１万５千円とか、交付金が出るような状況になっておりますので、早々

お米の生産が伸びてくるという可能性は無いようです。お米を作っている農家は、精一

杯、お米を作って貰いたいと思っております。転作で飼料米を選ばれる方は、飼料米で

収量を稼いで行って貰いたいという事を考えております。 

本日は、非常に案件も少ない訳ですが、議案審議の間は、最適化推進委員さんについ

ては、傍聴して頂いて、農業委員で議案を進めて行ったらと思います。その他事項で、
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最適化推進委員さんにもご発言を願う機会を持ちたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

○議長（会長） 

  それでは、議事録署名人の指名ですが、恒例で既に２回、臨時総会をやっております

けれども、本日が通常に総会になってきます。当農業委員会では、席順で議事録署名人

を決めさせて頂いております。今後、その様な方法でよろしいでしょうか。 

（  異議なし  ） 

  そのようなことで、進めさせて頂きます。それでは、本日の議事録署名人につきまし

ては、〇〇番の〇〇委員さん、〇〇番の〇〇委員さん、よろしくお願いします。議事に

つきましては、事務局で取らせて頂きます。なお、この議事につきましては、正確を記

するために、ＩＣレコーダーで取らせて頂いておりますのでご了承をお願いします。 

  それでは、議案審議、本日、１８件で、第１号が１５件、第２号が２件という事で、

非常に少なくなっております。議案第１号につきましては、承認と言うより届出ですの

で、只今から専決処理事案、１５件を議題とします。事務局より説明願います 

 

○事務局 

 議案第１号 専決処理事案について。 

（１）農地法第５条第１項第６号の規定による届出の受理。 

これは市街化区域内の農地の転用目的での売買、貸借です。権利移動と転用を同時に

行うものでございます。 

１番 渡人 〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇

さん。土地は、〇〇、田、２６６㎡。都市計画は、市街化区域。転用目的は、個人住宅。

志津川土地区画整理事業内農地で所有権移転を実施します。 

 

２番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１０６㎡。

〇〇、田、３２１㎡。計２筆。計４２７㎡。都市計画は、市街化区域。転用目的は、事

務所・倉庫。志津川土地区画整理事業内農地で所有権移転を実施します。 

 

３番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、２５７㎡。

都市計画は、市街化区域。転用目的は、個人住宅。志津川土地区画整理事業内農地で所

有権移転を実施します。 

 

４番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、２７８㎡。

都市計画は、市街化区域。転用目的は、個人住宅。使用貸借権設定を実施します。 

 

５番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、３２８㎡。

都市計画は、市街化区域。転用目的は、露天駐車場。志津川土地区画整理事業内農地で

所有権移転を実施します。 

 

６番 渡人 〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇
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さん。土地は、〇〇、田、２５１㎡。〇〇、田、１９㎡。計２筆。計２７０㎡。都市計

画は、市街化区域。転用目的は、個人住宅。志津川土地区画整理事業内農地で所有権移

転を実施します。 

 

７番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、２１３㎡。

都市計画は、市街化区域。転用目的は、個人住宅。志津川土地区画整理事業内農地で所

有権移転を実施します。 

 

（２）農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の受理。 

  農業経営基盤強化促進法関係。これは農業経営基盤強化促進法に基づく賃貸借、いわ

ゆる利用権設定の賃貸借の合意解約でございます。 

８番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、

９２４㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

９番 貸付人 〇〇 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇 〇〇さん。土地は、〇

〇、田、１，８３２㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

１０番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１，

３１７㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

（３）農地使用貸借権解約届の受理。 

  農業経営基盤強化促進法関係。これは農業経営基盤強化促進法に基づく使用貸借、い

わゆる利用権設定の使用貸借の解約届でございます。 

１１番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、５

８５㎡。〇〇、田、２，０６５㎡。計２筆。計２，６５０㎡。貸付人の都合による解約

でございます。 

 

１２番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１，

３９１㎡。〇〇、田、１，１８３㎡。〇〇、田、１，４８３㎡。計３筆。計４，０５７

㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

１３番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、３

２１㎡。〇〇、田、６９７㎡。〇〇、田、７５０㎡。計３筆。計１，７６８㎡。借受人

の都合による解約でございます。 

 

１４番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇 〇〇。土地は、〇〇、田、

１，３９１㎡。〇〇、田、１，１８３㎡。〇〇、田、１，４８３㎡。計３筆。計４，０

５７㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

１５番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇 〇〇。土地は、〇〇、田、
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３２１㎡。〇〇、田、６９７㎡。〇〇、田、７５０㎡。計３筆。計１，７６８㎡。貸付

人の都合による解約でございます。 

以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、事務局より１号議案について説明がありましたが、何かご意見ご質問はござい

ますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

  ここでご説明しておいたらと思います。１２、１３、１４、１５の案件については、

関連がございまして、１４、１５については、期間借地という内容に見受けられます。

〇〇さんが借りて、お米を作るんですが、裏作で麦を〇〇との期間借地をしていたとい

う内容の解約です。 

  ご承認、頂けますでしょうか。 

（   承認   ） 

  議案第１号について、承認いたします。続きまして、議案第２号 農業振興地域整備

計画の変更に係る意見について議題とします。これからは、農業委員会の議決と承認事

項になりますので、よろしくお願いいたします。１６、１７につきましては、所有者が

同一になっておりますので、一括して審議したらと思います。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

  議案第２号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について。 

  農用地からの除外。農用地からの除外というのは、農業振興地域の整備に関する法律

に基づき定められた農用地区域内の農地は、農業上の利用を確保するために定められた

区域であることから、農地以外の利用目的、住宅等に使用する場合は、農振法によって

定められた要件を満たす場合に限り、農用地区域から除外することができます。除外の

後に農地法に基づく農地転用許可が必要になります。 

１６番 所有者 〇〇 〇〇さん。申出者 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇の一部、

田、４４８㎡の内２７８㎡。都市計画は、都市計画区域外。農地区分は、第１種農地。

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という理由から第１種農地

と判断されます。転用目的は、自己住宅（分家住宅）。開発許可は、不要。転用許可は、

必要。 

続きまして、１７番 所有者 〇〇 〇〇さん。申出者 〇〇 〇〇さん 〇〇さん。

土地は、〇〇の一部、田、４４８㎡の内１６６㎡。都市計画は、都市計画区域外。農地

区分は、第１種農地。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とい

う理由から第１種農地と判断されます。転用目的は、自己住宅（分家住宅）。開発許可は、

不要。転用許可は、必要。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、事務局より説明を受けました。今後、農業委員さんにつきましては、除外とか

３条や５条とか、確認の印を貰いに申請者本人や行政書士が来られるかと思います。そ
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れぞれの担当地区の農業委員さんの所に来られると思いますが、その時には必ず現地確

認をして、妥当かどうかの確認をしてください。そこを転用することによって、農業に

対しての被害があるかないか、そこら辺が今後の許可する場合の重要な事項になってき

ますので、現地確認した上で、委員会で発表をお願いするという事になっておりますの

で、よろしくお願いします。今回の１６番、１７番の案件については、担当が〇〇さん

の地域ですので、説明をよろしくお願いいたします。 

 

○委員 〇〇委員 

  申出者の〇〇さんと所有者の〇〇さんの長男の次男、要するに孫にあたります。この

方は現在、下林にあるアパートに住んでいます。１７番、〇〇さんは〇〇さんの長男の

長女、孫にあたります。この方は、旦那さんと一緒に、〇〇さんと同居しております。

この２人が分家住宅を建てたいという事で申請が出ております。場所的には、地図の６

ページになります。県道２０９号線、美川松山線です。拝志神社のちょうど前にあたり

ます。昨年までは、大葉を作って、ハウスで大葉を作っておりましたが、今現在、ハウ

スを解体して、通常の状態に戻っております。地域の農業に関しまして、特に弊害は考

えられませんので、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（会長） 

  只今、地元、〇〇委員さんから説明を受けましたが、皆さんからご意見ご質問はござ

いますでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

  地積の事なんですけど、４４８の内２７８と１６６という事は、４㎡残るような計算

になるんですが、そのようなことはあるんですか。 

 

○議長（会長） 

  事務局から。 

 

○事務局 

  事務局から説明します。これは、国調した時点のデータが古くて、今の測量でやり直

すと誤差が出るそうです。その誤差は地籍更正なしで、法務局と協議ができているとの

ことです。 

 

○委員 〇〇委員 

  現実には、残らないという事ですね。 

 

○事務局 

  残らないです。 

 

○議長（会長） 
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  他には、ございませんでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

  無いようでしたら採決して、よろしいでしょうか。採決いたします。１６番、１７番

承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

  全員挙手という事で、承認いたします。続きまして、議案第３号 農地中間管理事業

に係る「農用地利用集積計画」の決定及び「農用地利用配分計画（素案）」への意見につ

いて議題といたします。 

 

○農林振興課 〇〇係長 

  第３号議案につきましては、農地中間管理を担当しております農林振興課 〇〇が説

明させて頂きます。 

  別紙になっております、第３号議案の資料とカラーの冊子を配りました農地中間管理

機構の手引き ver.３を使って説明させて頂きます。最初に議案のプリントの借受者の下

に「※今回の場合は、賃貸借としないため、借賃は発生しません。」は、ミスプリントで

ありますので、横線で消して頂いたらと思います。よろしくお願いします。 

  まず、中間管理事業についてですが、この冊子の２ページ目を開いて頂いて、右下に

①と書いているところで、ご存じではない方もいらっしゃると思いますので、ご説明さ

せて頂きます。農地中間管理事業は、農地の貸借手続きの一つであり、貸借の契約にお

いて農地中間管理機構、愛媛でしたらえひめ農林漁業振興機構を間に入れると地権者に

協力金が交付されます。機構では、貸したい農地を機構のホームページに公表していま

す。手続きは貸付希望農用地等の機構登録申請書に農地台帳の写し等を添付して、市町

に提出して下さい。今回は、これに基づき農用地利用集積計画を作成しました。機構と

の賃貸借の契約期間は、５年以上を基本としていますが、農地所有者の事情によっては

短い期間も可能です。ただし、地権者に協力金が交付されるのには、１０年以上の機構

への貸し付けが必要です。今回の場合は、第３号議案にありますとおり、愛媛県より協

力金が支払われることになっておりますので、１０年の貸付期間を設定しております。

機構から農地を借り受ける担い手は、認定農業者、認定新規農業者、基本構想水準到達

者として市町が認める者、人・農地プランの中心経営体等の団体となります。 

議案のプリントをご覧ください。先程も申したとおり、農地中間管理事業は、土地所

有者と借受者との間に農地中間管理機構が入りまして、農地の貸し借りを行うものです。

機構が借受を行うにあたり、権利取得を行いますが、その際に市の作成する農用地利用

集積計画決定の公告を要することとされています。また、機構が農用地利用配分計画を

作成するにあたり、市に農用地利用配分計画（案）の作成を求めることとされており、

その際に農業委員会の意見を求めることとされています。 

次の土地所有者及び借受希望者より、農地中間管理事業による農地の貸借を行いたい

との申請がありましたので、農用地利用集積計画の決定、今回は、貸手の〇〇さんから

の農地中間管理機構を利用して農地を貸し付けたいという希望がありましたので、それ

についての決定でございます。その決定が出た後、また改めて農用地配分計画について

の決定は後日、農業委員会で行うようになります。案としまして、借手としまして〇〇
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さんや〇〇さんを出しております。機構から東温市長への農用地利用集積計画の申し出

の文書と農地利用集積計画というのがあります。それに基づいて、〇〇さんと中間管理

機構であります、えひめ農林漁業振興機構との間に賃借の契約の設定を行う予定です。

場所は、〇〇、田、２，７９６㎡。〇〇、田、１，５７４㎡。〇〇、田、１，２２０㎡。

〇〇、田、１，９９５㎡。〇〇、畑、１，０１１㎡。〇〇、畑、６５５㎡。〇〇、畑、

４９６㎡。〇〇、田、１，３７０㎡。以上の土地を中間管理機構を利用して貸し付ける

ようになっています。次のページからは、斜線の場所を機構を通じて貸し付ける予定に

なっております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、担当者より説明がありましたが、何かご意見ご質問はございますでしょうか。

今後、最適化推進委員さんが出来まして、活動していく中で、このような案件が増えて

くるのではないかと思っております。これが、今の国の進め方です。 

これは私も関わっておりますが、〇〇さんというのが当初は農業をしたいということ

で、いろいろお世話をして、農業の資格を取って頂いたんですが、年齢的にも本当にや

りたいということでもなかったようで、農機具等はある程度揃えたんですけど、そのま

まになっている状況です。いろいろ農地の解決方法を考えた中で、最終的に中間管理機

構に持っていかさないと、いけないかなということですが、全て〇〇さんにやってくれ

ないかと言ったんですけれども、私が引き受けた部分について、距離がありますので仕

方なく引き受けたようになっています。今年から私の方で管理していかないといけない

んですが、この間も草刈りに行くと、背丈以上の草になっているので、難儀しての半日

ほどで取りあえず、引き返してきているんですが、今後、農地中間管理機構に対しての

農地集積を図って行かないといけない案件が出て来ると思います。皆さんから、何かご

意見ご質問はございますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

  無いようでしたら採決して、よろしいでしょうか。採決に移ります。この件につきま

して承認される方の挙手を求めます 

（   全員挙手   ） 

  全員挙手という事で、承認いたします。議案審議については、以上で終わりました。 


