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第６期 第４回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成２９年１１月７日（火） 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（１７人） 

 

４．欠席委員（２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                （ ５件） 

    議案第２号 農地法第３条の許可申請について           （ １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 農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積について （ 1件） 

    議案第５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  （ ２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 

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４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

席は、農業委員総数１９名中１７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いたし

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、１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。ちょっと肌寒い感じになってまいりました。１ヶ月前

とは周囲の状況もがらりと田んぼの穂が変わっております。今の時期、すぐ１２月を迎

える訳ですが、何かと忙しい中、本日はご参集頂きまして、誠にありがとうございます。 

今、農政の方では、これと言った話題も無いわけですが、丁度、昨日、松野町から農

業委員さんが、〇〇委員さんのところの〇〇の視察に参られました。なかなか熱心に質

問等をされまして、局長に聞きますと、お昼まで東温市で研修して帰って、昼から農業

委員会という事で、以前でありますと、研修に行って、例えば、〇〇に寄って楽しんで

帰るという視察が多かったんですが、帰って早速、農業委員会を行うということで、松

野町でも真剣に取り組まれているんだなということが伺えました。そのような事で、我々

も厳しい中、やっていかないといけないのですが、今後とも宜しくお願いします。 

  本日は、案件としては、非常に少ないですが、最後まで慎重な審議を宜しくお願いい

たします。 

 

○議長（会長） 

  それでは、次第に入りまして、議事録署名人の指名についてですが、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。 

  それでは、早速ですが、議案審議に入ったらと思います。まず、議案第１号専決処理

事案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１号 専決処理事案について。 

 （１）農地法第４条第１項第７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自己転用で自分の農地を転用する場合の届出でございま

す。 

１番 所有者 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、６６５㎡。都市計画は、市街化

区域。転用目的は、賃貸共同住宅。志津川土地区画整理事業内農地でございます。 

 

 （２）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。 
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２番 渡人 〇〇 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、１，０４８㎡。〇〇、田、３５３㎡。計２筆。計１，４０１㎡。都市計

画は、市街化区域。転用目的は、集合住宅。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。 

 

３番 渡人 〇〇 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、３６５㎡。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。 

 

４番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、３２４㎡。

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。 

 

（３）農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の受理。 

  農地法関係。これは農地法に基づく賃貸借の合意解約でございます。 

５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、３４５㎡。借受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、１号議案について、事務局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。 

 

○委員 〇〇委員 

  番号３ですが、目的が露天駐車場となっているんですが、これは営業目的で貸す駐車

場と解釈していいんですか。もう一件は、露天駐車場でかまわないんですけど、荒らし

た状態、草ぼうぼうの状態で放っておかれて困るという苦情も来ているんですけど、出

来るだけきちんとして、維持管理だけはして頂けるようにお願いしたいんですよ。よろ

しくお願いします。 

 

○事務局 

  事務局からなんですが、２番の集合住宅に隣接して露天駐車場を設ける話で、集合住

宅用の露天駐車場であると考えられます。 

 

○議長（会長） 

  他にございませんでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

  集合住宅は、一応何戸作りますという資料は挙がってきているんですか。 

 

○事務局 



4 

  それまでは、挙がってきては無いです。 

 

○委員 〇〇委員 

  これはミニ開発みたいな、一戸建て住宅を何軒か作るみたいな。 

 

○事務局長 

  多分、今、流行のコーポ系みたいなのかなと。 

 

○事務局 

  木造２階建てが一棟建つようになってます。 

 

○委員 〇〇委員 

  敷地面積が。 

 

○事務局 

  延べ床面積で５４５㎡の大きさです。 

 

○委員 〇〇委員 

  賃貸のコーポみたい。 

 

○議長（会長） 

  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、議案第１号の専決処理事案について、承認してよろしいでしょう

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。 

  これは耕作目的での売買、貸借で農地は農地のままで、それを耕作する人または、持

ち主が変更になる場合の許可でございます。 

６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、１，

８３７㎡。〇〇、田、１，０６１㎡。〇〇、田、１，３１３㎡。〇〇、田、１，１３７

㎡。計４筆。計５，３４８㎡。権利内容は、使用貸借権設定・５年。作付作物は、季節

野菜。主な農機具の保有状況は、〇〇氏から借受で、トラクター、農作業用自動車、草

刈機、動噴。労働力は、常時２人。耕作面積は、５，３４８㎡。周辺農業経営への影響

は、特に支障なし。 

なお、〇〇 〇〇さんにつきましては、東温市では新規就農ということでございます
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ので、１０月２６日９時から〇〇委員さんにもご同席頂きまして、面接を実施しており

ます。その内容につきましては、お手元に別添資料をお配りしておりますので、農地法

第３条第１項許可申請に係る要件確認書をご用意お願いいたします。 

面接に際しましては、農地法第３条第２項該当の有無を確認しております。第１号、

不耕作目的、効率的に利用しない場合の権利取得の禁止ですが、確認結果として、農家

で生まれ両親の手伝いをして農業に親しんできた。現在、会社員であるが、繁忙期は両

親の農業手伝いをしている。自ら農地を耕作したいという気持ちが強くなり、両親、子

どもの協力の下、農業を行う。主要農機具は、父の〇〇氏から借り受けるとの事です。

第２号、農地所有適格法人以外の法人による権利取得の禁止ですが、こちらは、該当い

たしません。第３号、信託の引受けの禁止ですが、こちらも該当いたしません。第４号、

農作業に常時従事しない場合の権利取得の禁止ですが、年間従事日数１５０日で農業従

事する日数が年間１５０日以上である場合は、農作業に常時従事すると認めることにな

ります。第５号、下限面積制限ですが、５，３４８㎡で要件を満たしております。次の

ページをお願いいたします。第６号、所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業

を行う土地の転貸又は質入れの禁止ですが、こちらは該当いたしません。第７号、農地

の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効

率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合の権利取得の禁止ですが、

農薬の散布等について、周辺農地に支障が出ないように、配慮する。農道・水路の共同

利用施設の地元取り決めを順守し、維持管理作業に積極的に参加するなど、周辺農家と

の調和及び連帯、地域活動への参加等、十分に理解されております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  面接もされております、地元、〇〇委員さんからご報告願います。 

 

○委員 〇〇委員 

  先ほど、報告がありましたように、〇〇さん、新規就農ということで面接をさせて頂

きました。新規就農ということで、大々的にやられるかと思っていたんですけど、当面

は仕事をしながらということですので、一般的に新規就農というと大きい農業を始める

というようなことではないです。ただし、実家のお父さんが、農機具を持っているし、

農地の近所に住まれているということで、農地の維持管理では、問題無いかなという風

に思いました。法律上は、これで問題無いと思われます。 

 

○議長（会長） 

  只今、地元、〇〇委員さんから面接確認結果の報告があったわけですが、何かご意見

ご質問はございますでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

  現在、会社員というのは、第１号で会社員と確認結果が出ていますが、第４号で年間

従事日数が１５０日というのは、この辺の事情、就農して頂くので、これで良いのだけ

れども、１５０日は現実的には難しいかも分かりませんね。現時点ではですね。退職で
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もされれば良いのですが。この辺は、どうなんでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

  お父さんの会社という事で、勤めているのが。自由はきくと思うんですけど。 

 

○委員 〇〇委員 

  お父さんが社長の会社に勤めている。 

 

○委員 〇〇委員 

  ただし、朝から晩まで１５０日ではないような。 

 

○委員 〇〇委員 

  お父さんは、会社を経営しながら、農業もやっている。 

 

○委員 〇〇委員 

  そうです。 

 

○議長（会長） 

  農業従事日数の中、非常に不合理な部分もあるんですけど、例えば、水を見て回る。

これが１日に数えられますから。 

  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、採決をしてよろしいでしょうか。特段意見も無いようですので、

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。 

番号７番 転用者 〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１，４８

４㎡。都市計画は、都市計画区域外。農地区分は、第２種農地。他のいずれの基準にも

該当しない農地という理由から第２種農地と判断されます。転用目的は、植林。開発許

可は、不要。転用許可は、必要。平成２９年９月８日第２回委員会で除外意見決定され

た案件でございます。以上です。 

 

○議長（会長） 

  農地の除外については終わっているようですが、これ、地元、〇〇委員さん。 

 

○委員 〇〇委員 
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  第２回の委員会で、詳しいことはご報告いたしましたが、まだ同じような事をいうん

ですけど、場所的にはほとんど山林で山の中です。４ページです。お二人のお父さん、

〇〇さん、既に亡くなっているんですが、昭和の終わり頃から平成の初め頃だと思うん

ですけど、杉の苗木を植えられたという事で樹齢３０年以上であると思います。周辺も

ほとんど山林で、周辺の同意はされて、問題は無いかと思います。ご審議の程よろしく

お願いいたします。 

 

○議長（会長） 

  皆さんからのご意見をお伺いいたします。何か、その後変わったことがあれば。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

  無いようでしたら、除外申請も決定しておりますので、早速、採決に移って、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４号、農地法第３条第２

項第５号に定める別段の面積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 

  お手元に別添資料、第４号議案の３枚物の資料をお配りしておりますので、ご用意を

お願いいたします。農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積についてでございま

す。俗に５反規制と呼ばれているもので、新たに農地を取得する場合には、取得する面

積を含めて５反以上必要です、という規制がある訳ですが、これについては各地域の事

情を反映して面積を定めることになっております。年１回、委員さんの審議をいただく

ことになっておりますので、議題として提出させて頂いております。 

  資料の１ページ目ですが、１０月１６日現在の東温市の各地域及び全体の経営面積ご

との農家の数を表しております。農地法施行規則で総数のおおむね４０％以上の農家数

が該当する区分に設定するということになっております。ちょうどマス目を灰色で塗り

つぶしているところが４０％を超えている所でございます。 

表の一番上は東温市全体での数値でございますが、農家総数２，４３５戸の内、１０

ａ以上５０ａ未満の農家が１，１５１戸ございまして、率が４７．３％という形です。

これが４０ａ未満になりますと３９．６％ということで目安である４０％が切れるとい

う形です。そういう表になっております。 

あと、旧村単位で細かく数字を拾っております。旧北吉井村、南吉井村、桜樹村、川

上村の都市近郊型の集落等については、１戸当りの耕作面積が狭いということで経営面

積１０ａ以上４０ａ未満の農家数が４割を超えております。それ以外の地域については

５０ａ未満それ以上になっております。２ページ目に昨年の１０月２０日現在の表をお

付けしております。昨年の１１月の委員会で審議して頂いた資料でございます。昨年度

と網掛けの箇所は変わってございません。 

それから３ページ目が県内の市町の面積の設定状況で、各市町につきまして、市町村

合併等の色々ないきさつとかで、色々な面積が設定されているようでございます。 

  中予地区では、松山市が４年前の４月１日から３０ａになっております。そして、現
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在、中予管内では、伊予市、東温市、松前町、砥部町が５０ａということで、運用をし

ている状況でございます。松山市、今治市は旧村単位で分けてなく、全市として面積を

決めております。 

  再度１ページ目をお願いします。東温市全体で見ますと、経営面積１０ａ以上４０ａ

未満の比率が３９．６％となっており４０％を下回っております。農地法施行規則に４

０％を下回らないという規定があり、市全体を４反にするという、この選択は出来ませ

ん。旧村単位で見ていきますと、網掛けが付いている部分が、北吉井村と南吉井村と桜

樹村と川上村、ここは４０％を超えておりますので、この網掛けが付いている旧村は４

反を選択できるということなります。 

  昨年は、ご審議いただいた結果、東温市については５０ａそのまま維持すると意見に

なっております。前年と数字の傾向あまり変わりはなく、網掛けの箇所は変更ありませ

ん。数字をご覧になって頂いて、地域の方や、年末になりますので改良区の役員さん等

にご意見をお伺いして頂けたらと思います。そして、１月の委員会の時にまた地域の実

情とかお伺いして委員会としての意見を取りまとめて頂きたいと考えております。 

  ５反を４反に下げた場合のメリットとしては、新規参入が容易になり、農地の荒廃抑

制に寄与すると考えられます。デメリットとしては、下限面積を設けている理由である、

経営面積があまりにも小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して

行われないことが想定されます。また離農した場合、所有者、耕作者が細分化した農地

が残ることになり、農地の利用集約化に逆行することになるかと考えられます。 

  ４号議案の説明については、以上でございます。 

 

○議長（会長） 

  只今、事務局より説明がありました別段の面積ですが、これはよく聞かれると思いま

す。最近の農業の形態が、変わってまいりまして、例えば、施設園芸であるとか、面積

を要しない経営体については、これをもう少し下げてくれた方が、新規参入が増えるな

という話。ですから、今でも、５０ａの要件があるために、３０ａだけあったらハウス

は良いのだけれど、あと２０ａ無いと新規就農が出来ないから、山の方で無理矢理、面

積を確保して、そこが放棄地になっているような事例もございます。最終的に決定する

のは、１月で構わないのですが、先程、事務局が言われましたように、改良区や地域の

皆さんと、どの辺りが良いのか。良いのかと言っても選択の幅は、現在の５０ａでいく

のか、地域を限って４０ａにするのか、現在のところ、それしかございません。東温市

全体が、もう少し上がれば、東温市全体を４０ａに落とすということが出来ますが、そ

の辺りをご検討頂いたらと思います。何か質問があれば。 

 

○委員 〇〇委員 

  初めてで、よく分からないんですが、規則第１７条の第１項第３号というのは、百分

の四十を下らないように算定されるものと決まっているんですけど、これはどういう趣

旨で規程が入っているんですか。立法の趣旨です。 

 

○事務局長 
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  事務局としても趣旨について明確なお答えが出来ないんですけれども、先程、説明を

したような細分化してしまうような事から、このような数字があるのかなというところ

です。 

 

○事務局 

  経営面積があまりにも小さいと生産性と農業経営が効率的に出来にくいのではないの

かという点から数字がきているのではないかと。 

 

○事務局長 

  それなら過半数の５０とか色々な議論があるかと思いますが、４０％というところの

意図は確認出来ておりません。 

 

○委員 〇〇委員 

  先月、この話を出したのは、私なんですけれども、実際に米麦で就農された方はここ

何年かいないと。どうしても花とかハウス園芸が主力になってくると、先程、会長が言

われたように、面積は要らないので、私の個人的な趣旨としては、例えば施設園芸につ

いては、３反とかそういう方向で話し、麦も米も全部一緒で５反というのは、ちょっと

無理が出るのではないのかな。結局、うちの近所で、そのお話で田が草ぼうぼうになっ

てしまっている。自分で作った法律で、自分が足首をくくっているようで、かといって、

それについて、地主には言えず、課長さんらも良くご存じだと思います。私、何回も言

ってきました。結局、１０年の契約で１０年放られたら、今でさえかれこれになってい

るのが、原野に戻るのではないのかなという趣旨で、法律は分かりますけど、枠を設け

たらどうかなと思います。そうしなければ、単純に稲作で５反でしたら、たいした儲け

はないですけど、野菜とか施設園芸でしたら、金額が一桁変わると思うんです。イチゴ

にしたって。そこらのことをお話しして頂けたらと思うんです。私は以上です。 

 

○議長（会長） 

  確かに、営農形態というのが、恐らくこの法律自体が古いんだと思うんです。農地法

をいじるんだったら、こういう細かなところもいじって貰わないと現在の営農状況にあ

ったものになっていないとういうのが正直なところで、農地法が出来た時には、大体５

０ａから６０ａということで、各戸に農地を配布していった。国は、今、担い手がいな

いために、集約をどんどんしなさいと、その方策一本ですので、この辺りまで目が届か

ないのかなと思うんですけど。農業を一つの業として捉えているんですよね、国は。家

族農業というか、そういうものをあまり重視していないので、兼業であるとか。とにか

く専業で、大規模でやるというような方向で、ずっと来ていますので、その辺りで、ち

ょっとズレが出てきているのだと思うんですけど。なお、このことについては、１回皆

さんの地域へ持ち帰り頂いて検討して、年明けの１月には東温市農業委員会としての成

案を得るという事でよろしくお願いしたらと思います。 

 

○委員 〇〇委員 



10 

  農業の形態が変わってきたりしている。やはり、〇〇さんが言われよる状態があるよ

うだったら、法律がこうだからというのではなくて、法律、農地法の改正ということで、

東温市農業委員会からそのような事を訴えていくとか、そのような事をしていないと、

いつまでも法律がこうだからという事で５反に縛られるとか、地区別の４反とか３反と

か、いうようなことになると思うので、松山市なら全部３反になっているから良いんで

すけれど、やっぱり訴えていく姿勢というのは、ここ１年２年で変わるものではないと

思うのだけれども、行政として、農業委員会として、まずはそういう声を出していくと

いうことが大事ではないのかなと思うのだけれども。１月の時にそれがどうこういうよ

うな答えを求めている訳では無いのですけれども、将来的に、農業者人口が本当に減っ

てきております。先程〇〇さんところの杉林の件もあったんですけれども、河之内や井

内の奥山に行ったら、昔は田んぼやったんだけれども、杉や檜を植えて、現状は田では

ないところがある。仕方ないから今回出てきたのだと思うんですけど、そういう状況の

中で、５反で縛るのはどうかなと僕も思うんですけど。遠い道のりかも分からないんで

すけれども、そういう方法と現状の方法と両方で考えていくとか、じっとしていたらい

けないと思うんです。以上です。 

 

○議長（会長） 

  やはり、そこら辺の攻めの姿勢というか働きかけは我々もしていきたいと思いますの

で。 

 

○委員 〇〇委員 

  今回のこういう法律があるので、東温市全体としては、５反以下、だから４反以下に

することは出来ない。ただ、地域別で網掛けの部分、１反以上４反未満の網掛けが入っ

ている北吉井村、南吉井村、桜樹村、川上村については、地域ごとに出来る可能性があ

るということで、地元に持ち帰って検討せよという事ですね。 

 

○議長（会長） 

  そうですね。選択肢としたら、５０にするのか４０にするのかというお話になってく

るのかなと思います。３９．６％、これがもう少し上がれば東温市全体を４０という相

談も出来るかなと思うんですけれど、今の段階では、それがちょっと厳しいです。 

  この件については、そのような事で、１ヶ月程の期間ですが、ご検討にあたって、１

月の委員会には持ってきて頂いたらと思います。 

  続きまして、議案第５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２件を審議して頂きます。 

 

○農林振興課 〇〇係長 

  第５号議案としてあげています、農地中間管理事業、３年程前から進めていますけれ

ども、機構が農地の借り受けを行うにあたり、権利取得、農地中間管理権の取得を行い

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。 
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２件あります農用地利用集積計画については、２枚目と３枚目になります。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。これに

ついては、次回以降の農業委員会で諮ることになります。今回は、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及び農用地利用配分計画についての審査をお願いいた

します。 

それぞれについて、ご説明いたします。まず１番 貸手 〇〇さん、借手 〇〇さん

になります。めくって頂きますと、農用地利用集積計画ということで、〇〇さんから公

益財団法人えひめ農林漁業振興機構にまず利用権を設定するようになっています。場所

は〇〇、現況地目 田、面積 ２，６６４㎡、使用貸借の期間については平成２９年１

２月１日から平成３９年１１月３０日までの１０年間となっております。場所について

は、ページをめくって頂いた地図が出ておりますけれども、〇〇の北側にあるこちらの

農地になります。 

次の分ですけれども、〇〇さんがいったん、えひめ農林漁業振興機構に預けます。場

所は〇〇、現況地目 田、面積 ４６７㎡、こちらの利用権設定期間は平成２９年１２

月１日から平成３９年１１月３０日までの１０年間となっております。場所については、

次めくって頂きまして、〇〇の西側になります。 

もともと中間管理事業につきましては、農地集積協力金を出す案件について扱ってき

たんですけれども、今年度から農地耕作条件改善事業という事で、ある一定の範囲を区

切りまして、農業土木の方になるんですけれども土地の改良とか農作業の改良とかが出

来るようになっております。これを行うにあたって、受益面積の１％以上の農地につい

て農地中間管理事業を要することが必須となっております。そのため、今回、〇〇と〇

〇の方で、今回は農業排水施設の整備ということで受益範囲を設定して、今回、この２

件について農地中間管理事業をとりまとめして、認定農業者の方に耕作をお願いするよ

うになっています。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、この２件について説明を受けたわけですが、何かご意見ご質問はございますで

しょうか。 

  農地中間管理事業の内容については、まだまだ勉強しないといかん部分はあると思う

んですけど、これによって土地改良であるとか、いろいろな仕事が出来るようになりま

す。また、後で説明いたしますが、人・農地プランとの連動もございます。今、農地集

積で利用権設定をしておりますが、今やっている形でやるのか、中間管理機構を使った

形でいくのか、これからそこら辺が非常に難しいところが出来てくるのではないのかと

思っております。 

 

○農林振興課 〇〇係長 

  第５号議案の１枚目の分なんですけど、一番したの２番の貸手なんですけど、〇〇さ

んと書いているんですけれども、〇〇さんになりますので修正をお願いします。 
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○事務局長 

  今の説明、ちょっと分かりにくかったと思うんですけれども、土地改良事業をするの

に、県や国の補助金を貰います。国や県も予算がない。市の方から、この事業を行いた

いと要望を出します。ですけれども、予算を付けてくれない。そうしたら、どうするか

という事になるんですけれども、その時に中間管理機構を使えば予算を付けるという流

れが国と県の間でありまして、これに乗っかって〇〇地区と〇〇地区で事業をするとい

う事があります。事業採択の為の奥の手を使っていると、言い方を替えれば、そのよう

な事になりますので、今のところ予算獲得の為に、このような事業を利用しているとい

う実情がございます。 

 

○委員 〇〇委員 

  例えば、道路が狭くて通れないという場合でも、拡幅なんかも可能なん。 

 

○農林振興課 〇〇係長 

  個別の件については、土木の方と打ち合わせになると思います。 

 

○事務局長 

  いけるのではないのかなと思います。 

 

○委員 〇〇委員 

  この事業を使えば。 

 

○事務局長 

  農道のことですね。 

 

○委員 〇〇委員 

  そうです。 

 

○事務局長 

  メニューが細かく分かれていたりするので、その辺はどこらへんの受益があって、ど

ういう道路かという位置付けから、チェックが入ってきたりすると思うので、個別に改

良区の方と一緒に進めて行くという事になるかと。 

 

○委員 〇〇委員 

  私有地であって、そこを通らないと、改良しないと車も行けない、トラクターも通ら

ないという場合にも農地中間管理機構の事業で可能な場合もあるんですか。 

 

○事務局長 

  ケースバイケースになるので、お答えしにくいんですけれども。また後で土木の方で
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相談して頂いたらと思います。 

 

○委員 〇〇委員 

  聞くのも野暮なんですけど、私らのところ、土砂災害の地域で、地盤が以前に崩れて

地番が変わっているというか、分からない状態で、いわゆる国調が済んでいない地域が

あるんです。その辺りで、果樹を作りたいという人が、希望を聞いているんです。中山

間もそこには入れないと地番がはっきりしないので、農地環境保全、ちょっと名称は変

わったんですけれども、それにも入れない。農地中間管理機構はそういう、地番が不明

な土地というのは無理なんでしょうね。 

 

○農林振興課 〇〇係長 

  地番は、まずは特定しないと。その地番ごとに設定することになります。基盤法の利

用権と同じように、農地中間管理での利用権設定しますというのは、所在地番とか載り

ますので、地番が分からないと。 

 

○委員 〇〇委員 

  利用出来ないということですね。 

 

○農林振興課 〇〇係長 

  そうですね。まずは、地番でそういう権利を設定することになりますので。 

 

○委員 〇〇委員 

  貸手、借手というのは、申請する前に事前に双方それぞれある程度、話が出来たうえ

でないと、難しいとお聞きしたんですけど、無理なんですよね。 

 

○農林振興課 〇〇係長 

  実際、中間管理の利用する方が直接行って、誰かに貸したいとホームページに載せた

としても、それでいなかったらお返しするという事になっています。 

 

○委員 〇〇委員 

  中間管理機構から例えば私が借りますよと、１０年間に、もし僕が出来ないようにな

った場合には、その辺はどのようになるんでしょうか。お金が発生するということで。

例えば、戻せとか、返せとか、そういう問題は発生しますか。 

 

○農林振興課 〇〇係長 

  協力金が出る案件については、お金の返還であるとか、どうしても出来なくなったら

新しい担い手を探して、権利を新たに設定する。耕作している方が一回、機構に返す。

機構が預かっている中で、新しい人を探す。基本的には、耕作放棄地を無くすという事

で、１０年間でやっていますので。 
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○委員 〇〇委員 

  人が変わっても、１０年間は続けなさいという事。 

 

○農林振興課 〇〇係長 

  担い手の方がだいぶ年齢層も上がってきていますので、そういうことを聞かれること

も往々にあるんです。ケースバイケースなんで、そういう事案が発生したら、機構とも

よく協議して進めて行くと思います。 

 

○議長（会長） 

  そういうことが有り得ることだから、人・農地プランを常に見直して担い手を前もっ

て確定しておくと考え方なんです。県の方は。もし私がやりよって、亡くなったと、次

の担い手の所にその農地を持って行くと。ただ、国も頭を使うのか、補助金をこちらの

事業を集中してきたので、一番問題になるのが基盤強化法で今、貸借をやっています。

それが東温市でも相当進んでいます。これを一気に農地中間管理事業の方に乗せ換えら

れるかというと、それが出来ないので、非常に難しい問題が生まれてくるということで

す。そういう問題を解決した地区は、補助金でするような基盤整備も出来るという事に

はなってくるんですけど。基盤整備も国が１００％、市がつぎ足すかどうか分からない

んですけど、全額やるということです。そこにたどり着くまでの道が、遠いなという感

じです｡ 

 

○委員 〇〇委員 

  会長がおっしゃられたように、突然体が悪くなって、１０年出来なくなったという事

情だったら、それに対して貰った補助金というのは一部返さないといけない事態が発生

するでしょうけど、それは中間管理機構が利用権を持っているので、他の人を探して貸

すという体制を取るので、そんなに１０年は気にしなくても、事情があれば、それは組

めるという事で。 

 

○委員 〇〇委員 

  今、言われよった土地改良事業を行った場合、１００％国、県、市が言いよったけど、

地元負担がいるんじゃないですか。 

 

○事務局長 

  今回、２９年５月に受益者負担金が要らない圃場整備事業が制度化されました。 

 

○委員 〇〇委員 

  かん排とか農道とかもですか。 

 

○事務局長 

  圃場整備に限られていたかな。資料を手元にもっていないのですけど、面整備が出来

ると国の方は１０年後、２０年後でなくて３０年後、５０年後を考えた場合、圃場整備
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していないと、あと誰も作る人がいないという意味で受益者負担金の要らない圃場整備

事業を制度化したと解釈したのです。 

 

○委員 〇〇委員 

  今の圃場整備事業で、例えば面積がいくらとかあるんですか。 

 

○事務局長 

  平場の所、旧南吉井村については１０町という縛りがあります。１０ｈａ。その他の

所は５ｈａという縛りがありますので、その地区を話まとめて担い手に８割以上を持っ

て行くとか、そのような制約がございます。 

 

○委員 〇〇委員 

  それやっても出来んやんか。自分の土地を圃場整備やった時に、作りたいけど作れな

いという事がある訳でしょ。１５年間くらいは、借り人に渡しておいて、自分の田んぼ

があって私は元気だから作りたいけど、お金を１００％出して頂いて自己負担が無い時

は、作りたくても作れない時がある訳でしょ。地権者でありながら。 

 

○事務局長 

  そうですね。その話をまとめて、「私、あと１０年は作れるけど、皆がやるんやったら、

私、作るのをやめて、担い手に渡す。」という話がまとまるエリアが１０町、５町出来れ

ば、乗っかっていけるということです。細かいところ、色々とハードルはあるんですけ

ど、ざっくり言えば、今、言ったことがクリア出来れば、後は地域の話し合いによって、

その事業に乗っかって行けるのかなと思っております。 

 

○委員 〇〇委員 

  今、言われた１０町以上と５町以上になるんですか。 

 

○事務局長 

  そうです。基本的には、中山間地域が５ｈａです。例えば、２町半のエリアが２か所

あったりしても、かまいません。 

 

○議長（会長） 

  谷筋になると分散されていますよね。川で。こちらに１ｈａ以上、こちらに１ｈａ以

上あったら、まとめて５ｈａあったら良いです。 

 

○事務局長 

  奥松瀬川のこの谷、本谷の谷、添谷の谷で、１町、１町、１町で、５か所あったとし

ても、奥松瀬川地区という圃場整備を立ち上げれば、可能。 

 

○議長（会長） 
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  昔の考え方と大分変わってきています。 

 

○事務局長 

  ５町に縛ったら、そのエリア、探さないといけないので、つながらない所が出てくる

という事で、その点では柔軟に対応はしてくれているみたいです。ですけど、圃場整備

事業するとなれば、道路も抜かないといけない。用排水路も形を変えていかないといけ

ないということで、あまり小さい圃場整備をしたら、あまり良い圃場にならないという

こともあるので、その辺は、または国、県から指導は入ってくるのかなと、予想はして

いるのです。ですから極端にさっき言ったように１町が５か所というような圃場整備事

業の立ち上げ方は、ちょっと難しいのかなと思っております。 

 

○議長（会長） 

  それでは他に意見も無いようでしたら、議案第５号について、採決してよろしいでし

ょうか。承認して頂く方の挙手をお願いします。 

（   全員挙手   ） 

  全員挙手という事で、議案第５号について承認いたします。 

  議案は以上で終了いたします。 

 


