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第６期 第３回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年１０月５日（木） 午前９時３０分～ 

 

２．開催場所 東温市役所 ４階 ４０３会議室 

 

３．出席委員（１９人） 

 

４．欠席委員（０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              （ ８件） 

    議案第２号 農地法第３条の許可申請について         （ ３件） 

    議案第３号 農地法第４条第１項の許可申請について      （ １件） 

    議案第４号 農用地利用集積計画書に係る意見について     （ 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 

定刻になりました。ご起立、願います。一同、礼。ご着席下さい。 

それでは、只今から第３回東温市農業委員会を開会いたします。本日の農業委員会の

出席者は、農業委員総数１９名中１９名、全員の出席です。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、推進委員さんへ傍聴のご案内をしておりますが、本

日はどなたもいらっしゃっておりません。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。秋も半ばと言いますか、採り入れも早生の部分につい

ては終わったのではないのかと。これから中生系統、ひのひかり、にこまる辺りも採り

入れになってくるのではないかと思われます。非常に良い出来になった訳なんですが、

全てが良い時期という事ではありません。ご承知のように、衆議院も解散されまして、

今、色々賑やかにやっているようですが、我々としては、大きな変化が無いようなこと

を望みたいなと思っております。農政というのは、一貫性を持ってやっていただかない

と、あまりころころ変わりますと、一回変わったら、元に戻すのに、国の方としては５

年、６年かかるようです。出来るだけ農政につきましては、今の状況が続いて行くのが

ベストではないのかなと考えております。 

本日は、案件も非常に少ないようですけど、最後まで慎重な審議をお願いしたらと思

います。よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  早速ですが、議事録署名人の指名をさせて頂いたらと思います。本日は、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。早速ですが、議案審議に入

って行ったらと思います。本日は、１３件ございます。議案第１号 専決処理事案につ

いて８件を議題といたします。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。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、２２３㎡。

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、２８０㎡。

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
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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。 

３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，

５４７㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

４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、１２

３㎡。〇〇、田、９６４㎡。計２筆。計１，０８７㎡。借受人の都合による解約でござ

います。 

 

５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、

３１２㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

６番 貸付人 〇〇 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、

１，２４７㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

７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、８１

３㎡。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。 

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、

７２２㎡。〇〇、田、３４９㎡。〇〇、田、３３３㎡。〇〇、田、４２２㎡。〇〇、田、

１２３㎡。〇〇、田、９６４㎡。〇〇、田、１，５４７㎡。計７筆。計４，４６０㎡。

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。何かご意見ご質問はございま

すか。 

 

○委員 〇〇委員 

  １番、２番で志津川の土地、区画整理区域の土地を譲渡するという事で、住宅を建て

るという事で、農業委員会に提出して許可になって、何カ月以内、何年以内に家を建て

なければいけないという規定はあるんですか。農業委員会の許可を取っているけど、畑

のままでほっている所があるので、どうなっているのかという質問がうちに来たので、

聞きたいんですけど。 
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○事務局 

  これは市街化区域なので、届出になります。転用目的で、個人住宅と書かれているの

で住宅を建てる予定となっているんですが、届出の様式の中に、工事着工時期と工事完

了時期というのが入っていますので、それでいつぐらいに建てるというのは把握できる

ようになっています。 

 

○委員 〇〇委員 

  分かりました。 

 

○議長（会長） 

  そういう場合に、個人の都合で遅れるとかいう事があるかも分からんですけど、その

場合には、委員会の方から指導をいたしますから。転用の許可だけ取って、ほっとかれ

るというのが、一番困りますので、結局、耕作放棄みたいな感じとなりますので、その

辺、気を付けてやっていったらと思います。 

質問は、他にございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

  議案第１号について、承認頂けますか。 

（   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 農地法第３条の許

可申請について議題といたします。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

  議案第２号 農地法第３条の許可申請について。 

９番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、

〇〇、田、４２０㎡。権利内容は、所有権移転・売買。作付作物は、米、麦、柿、ミカ

ン。主な農機具の保有状況は、トラクター、耕うん機、自走式田植機、コンバイン、草

刈機。労働力は、常時４人。耕作面積は、１５，５２３㎡。周辺農業経営への影響は、

特に支障なし。農地法第３条第２項各号の不許可要件ですが、①効率的に営農すると認

められない場合、②農地所有適格法人以外の法人が取得しようとする場合、③信託の引

き受けにより取得しようとする場合、④常時従事すると認められない場合、⑤耕作面積

が取得面積を含めて５０アールに満たない場合、⑥また貸しするおそれがある場合、⑦

耕作放棄等で周辺の営農に支障を生ずるおそれがあると認められる場合、いずれにも該

当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、事務局より説明がありました。地元は、〇〇委員さん。 

 

○委員 〇〇委員 

  ご説明させて頂きます。５ページの地図を見て頂いたらと良いと思うんですけど、市

役所から森松方面に行くところの〇〇の北側の伊予鉄道の横河原線の間にある網掛けし
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ている〇〇が該当の土地なんですが、その左の白くなっているところ〇〇が実は数十年

前まで家が建っていたらしいんです。同じ持ち主なんですが、〇〇と〇〇というのは、

元々一筆になっていたのを、家を建てるので、分筆して白くなっている所に家が建って

いて、この譲渡人の〇〇さんというのは、兄弟で東京と神奈川にいるので、ずっと前か

ら耕作放棄になっていまして、家を壊した後も草がぼうぼうで。私も草を刈ってと言っ

ていたことはあるんですけど、シルバーとかが刈ってくれたりしてたんですが、今回、

管理を出来ないので、手放したいという事になりまして、そうこうしていると〇〇の〇

〇さんが、左の元々宅地になっていたところも含めて、農地を買おうかという事になり

まして、その代わり管理はしてくださいよと、草が生えると迷惑がかかりますから、必

ず管理してくださいという条件を元に一応お話はさせて頂きましたんで。野菜を作ると

おっしゃっていましたので、〇〇から野菜を作りに来るのかなと疑問は思ったんですけ

ど、やりますという事だったので、一応オッケイを出しましたので、そういう事情があ

りました。ご審議をよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

○議長（会長） 

  皆さんの方からご意見やご質問はございますでしょうか。特にございませんか。 

（   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。この件につい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。続いて、１０番の説明を願います。 

 

○事務局 

番号１０番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、畑、

３６０㎡。〇〇、田、２３４㎡。〇〇、田、４２０㎡。〇〇、畑、６９０㎡。〇〇、田、

２９７㎡。計５筆。計２，００１㎡。権利内容は、所有権移転・売買。作付作物は、米、

麦、野菜、柿。主な農機具の保有状況は、トラクター、田植機、コンバイン、野菜作業

機。労働力は、常時２人。耕作面積は、２３，４４９㎡。周辺農業経営への影響は、特

に支障なし。農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たし

ていると考えております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件については、地元、〇〇委員さん。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんは、一生懸命、農業をしている方なんですが、〇〇さんの奥さんと、〇〇さ

んは、おじさんになるので、おそらく、〇〇さんは財産分与で、田んぼ、畑を分けても

らったと思うんですが、農業をするつもりはないので、前々から〇〇さんに買ってくれ

という話を持ち掛けていたんです。今になって、やっと何とか買えることが出来るよう

になったので、頑張って買いますという話は聞きました。以上です。 
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○議長（会長） 

  皆さんの方から、何かご意見はございますでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

  現状は、誰か他の人が耕作していたんですか。〇〇さんが。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんがやっていました。 

 

○委員 〇〇委員 

  やっている所を買うという事ですね。 

 

○委員 〇〇委員 

  そうですね。 

 

○議長（会長） 

他に、ございませんか。 

（   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。この件につい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。続いて、１１番の説明を願います。 

 

○事務局 

  番号１１番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、

２２０㎡。権利内容は、所有権移転・贈与。作付作物は、米、季節野菜。主な農機具の

保有状況は、耕うん機、トラクター、田植機、バインダー、農作業用自動車、草刈機。

労働力は、常時２人。耕作面積は、５，１１８㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障

なし。農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしている

と考えております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件は、地元、〇〇委員さん。 

 

○委員 〇〇委員 

  作付というので米はちょっと無理なので、水路が無いので、季節野菜になるかと思い

ます。これは以前、私が預かっていました畑なんで、野菜しか出来ない畑になっており

ます。先月、相手の方から連絡がございまして、田んぼを買ったという事で、判は付い

たんですけど、２５日に贈与で出したというので、意味が分からなく聞いてみたら、今
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年の１月に７ページの〇〇番のところ全部〇〇さんが持っていたので、その一画を１月

に譲り受けたという事で、一緒にこの土地も欲しいという事で、贈与みたいな形になっ

たのだと聞きました。以上です。 

 

○議長（会長） 

  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 

  贈与ですか。売買では無くて。 

 

○委員 〇〇委員 

  ２５日の晩に電話があって、贈与という意味が親戚では無いのに。 

 

○委員 〇〇委員 

  所有権移転で売買なら分かるんやけど、贈与で息子さんや兄弟なら分かるんやけど。

〇〇さんと〇〇さんの関係は、どんなのかなと思いまして。 

 

○委員 〇〇委員 

  他人さん。最初に私が聞いて判を付いた時は、譲り受けましたということで聞いてい

たから、田んぼは５反以上あるのかと聞いたら。あります。ということで、判を付いた

んですけど、２５日の日に贈与だということを聞いて、贈与って身内でもないのにどう

いう事と聞いたら、家も全て〇〇さんが持っていたので、買ったという事で。 

 

○委員 〇〇委員 

  買ったということでは、贈与ではない。 

 

○委員 〇〇委員 

  土地自体、全部一画を買ったという事は聞いたんですけど。 

 

○議長（会長） 

  この一画というのは、農地ですか。宅地ですか。 

 

○委員 〇〇委員 

  どこですか。 

 

○議長（会長） 

  この一画全部を買ったというのは。 

 

○委員 〇〇委員 

  宅地です。〇〇さんと〇〇の一画をこれも〇〇さん。〇〇というのも〇〇さんが持っ
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ているんですけど、今空き家になってしまっているのですが、昔から家を建てて、ずっ

と借りていたのを今年になって買ったというのを、私も初めて聞いたんですけど。 

 

○議長（会長） 

  結局、宅地を買ってもらったから、農地を付属で付けようわいと。 

 

○委員 〇〇委員 

  そこまで詳しいことは聞かなかったんですけど。 

 

○事務局 

  行政書士からの話なんですけど、先程、会長が言われたようなことになるんですけど、

〇〇さんが京都に住まれていて、〇〇さんが〇〇さん所有の宅地の上に家を建てられて

いて、今回、宅地を〇〇さんから〇〇さんに所有権移転をする、売買するという事で、

それと、隣にあった農地を〇〇さんに管理してもらうために、先程、会長が言ったよう

に、付属ではないですけど、付けてというお話で、贈与になったと伺いしました。 

 

○委員 〇〇委員 

  おまけで付けた。 

 

○事務局 

  〇〇さんが京都にいらっしゃるので、農地の管理が出来ないということで宅地を購入

したついでに、農地も隣にあるという事で、農地の方は贈与で所有権移転をするという

風に言われてました。 

 

○委員 〇〇委員 

  事務局で契約書を見るとかでは無くて、聞き取りで所有権移転の贈与、こういう表示

の仕方ですかね。 

 

○事務局 

  契約書とかは見ないです。 

 

○委員 〇〇委員 

  申出に従って。 

 

○事務局 

  許可申請書の内容を見て、確認してという風になっていきます。 

 

○議長（会長） 

  これ、〇〇さんは専門ですけど、税務関係はどのようになるんですか。 
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○委員 〇〇委員 

  贈与にする理由が分かりませんね。贈与にして、例えば、登記する時は贈与すると登

録免許税、高いですからね。わざわざ、全体としての売買の中に含めてやってしまえば、

登録免許税も安いはずなのに、わざわざ、この部分を贈与にするというのはちょっと理

解し難いですね。次に、宅地化して、宅地分もあるんで、まとめて売るという段階にお

いても、贈与になっていたら、取得原価ゼロですから、この場合の税法についても、あ

んまりすっきりしないということで、その部分だけ贈与にした理由がよく分かりません。

それだったら、司法書士も一緒に売買の中に含めて、全体としてやったらどうですかと

いうアドバイスをするんではないでしょうか。 

 

○議長（会長） 

  農地法上は贈与という方法もありますから、出来ないといことはありませんけど。 

  他に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。この件につい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。続きまして、議案第３号 農地法第４条第１

項の許可申請について議題といたします。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

議案第３号 農地法第４条第１項の許可申請について。 

これは自己転用で、自分の農地を宅地等に変更する場合の許可でございます。 

番号１２番 転用者 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、２３４㎡。都市計画は、

市街化調整区域。農地区分は、第３種農地。鉄道の駅からおおむね３００ｍ以内にある

農地という理由から第３種農地と判断されます。転用目的は、貸露天駐車場。開発許可

は、不要。転用許可は、必要。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件については、地元、〇〇委員さん。 

 

○委員 〇〇委員 

  ８ページの地図をご覧頂いたらと思います。〇〇という斜線を引いている部分ですけ

ど、ちょうど道路を挟んだ前に〇〇がありまして、今の該当用地の右に〇〇という建設

の営業みたいなことをしている事務所がございまして、そのまた右に〇〇と書いていま

すけど、喫茶店みたいなコーヒーショップがあるんですけど、ここに来たりする人が、

歩道にまたがって車を停めていけないので、地元からもクレームが出ていたんですけれ

ども、コーヒー飲みに来たら、歩道をまたいで車を停めているとか、〇〇も歩道をまた

いで車を停めているので自転車がなかなか通れないとか、そのようなクレームがあった

みたいですけど、そうこうしている所に〇〇さんの農地の２３４㎡を〇〇とか〇〇、〇



10 

〇を含めてですけど、露天駐車場で貸したいというようなことがあって、今のところ、

事故は無かったんですけど、ここに車を停めてもらうと、〇〇も〇〇も少しは車を入れ

てもらえれば、自転車や歩行者の通行の邪魔にならないかなと。〇〇もご存じのとおり、

非常に駐車場が狭いので、あそこに賃貸の駐車場をするという事を言ってましたけれど

も。そのような交通の事故も起きなくて良いだろうという事で、現場を見に行ったんで

すけれども、良いのではないのかと承認はさせて頂きました。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、〇〇委員さんから説明がありましたが、何かご意見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。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４号 農地利用集積計画

書に係る意見についてを議題といたします。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

議案第４号 農用地利用集積計画書に係る意見についてですが、今回は農業経営基盤

強化促進法に基づく市町基本構想に従って実施される農業経営基盤強化促進事業の一環

の利用権設定等促進事業です。基本構想に基づいて市町が農用地の権利の設定について、

関係者の同意を得て、関係者の農用地の貸借を明らかにした農用地利用集積計画を作成

し、農業委員会の決定を経て、これを公告すれば農用地の貸借の設定の効果が生じるも

のです。 

お手元にお配りしております農用地利用集積計画書をご覧ください。平成２９年度、

第３号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を定

めるものです。概要についてご説明いたします。１枚おめくり下さい。今回、１１月１

日開始分です。申し出件数は、４４件、面積は１０２，７２５㎡。その内、期間借地は、

７件、面積は１３，１４８㎡となっています。貸し手は３９名、借り手は３４名です。

期間は、１年から１１年となっています。中でも５年契約が多いようです。作物別設定

面積で米以外６種となっております。米１０ａあたりの賃借料ですが、現金のデータが

１件しかなく１，０８７円です。現物では、最高７０㎏、最低１３㎏となっております。

地目別は、田 １０２，７２５㎡で、畑 ０㎡です。 

詳細につきまして、次のページから期間別、地目別の面積等が記載されておりますの

でご覧下さい。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の東温市が定めております農業

経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に適合しているため、各要件を満たしてい

ると考えます。 

なお、前年度の申出件数は６１件で今年度と比較すると１７件減っており、面積につ

いても前年度が１４３，８７４㎡で４１，１４９㎡減っております。賃借料についてで

すが、今回、現金支払いが１件であったので、前年度との比較が出来ませんが、参考に

前年度の最高値が１０，４２０円、最低値が６，０００円でした。現物での支払いは、

前年度の最高値が６６㎏でしたので４㎏増加し、最低値が２２㎏でしたので９㎏減少し
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ていました。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、事務局より集積計画書の説明があったんですが、何か皆さんからご意見ご質問

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、承認してよろしいでしょうか。 

（   承認   ） 

  これで農用地利用集積計画について、承認いたします。 

 

○委員 〇〇委員 

  １個かまいませんか。（３）の期間で１年が６件となっているでしょ。次の次に１年契

約のところ、５件なんですね。６件というのは、ここからきているのでは無いですか。 

 

○事務局 

  期間借地も含めるようになるので、何枚かめくって頂くと、期間借地というのが出て

来るようになっております。 

 

○委員 〇〇委員 

  これを１件、足したということで。 

 

○事務局 

  そうです。 

 

○議長（会長） 

  そいうことで、承認いたします。 

  以上で議案審議は終わります。 


