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第６期 第６回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成３０年１月９日（火） 午前９時３０分～ 

 

２．開催場所 東温市役所 ４階 ４０５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                  （８件） 

   議案第２号 農地法第３条の許可申請について             （４件） 

   議案第３号 農地法第５条第１項の許可申請について          （４件） 

   議案第４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５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６号 東温市営土地改良事業（牛渕地区）の換地計画の同意について（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 

皆さん、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６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１８名です。〇〇委員さんから欠席の報告が入っておりま

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。また本日は推進委員さんへの傍

聴をご案内しておりまして、〇〇委員さんが傍聴に来て頂いております。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、新年明けまして、おめでとうございます。新しい年を迎えて、最初の委員会

という事ですが、皆さんにおかれましては、つつがなく新年を迎えられたと思っており

ます。農業委員会におきましても、今年、３０年というのは、非常に正念場の年になっ

てくるのではないのかと思っております。２９年、３０年、３１年と新体制になりまし

て、これから色々と事業が打ち出されてきます。２９年度においては、準備段階という

事で、まだまだ末端の市町までは降りてきてないですが、３０年から色んな運動を展開

していかないといけないという状況になってまいると思います。そのような意味でも非

常に大切な３０年という節目の年ですので、何卒よろしくお願いしたらと思います。色々

と情報等もあるんですが、後で推進委員さんとの合同会がございますので、その時に申

し上げることとして後の会も控えておりますので、スムーズな進行をお願いして、ご挨

拶に変えたらと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  それでは、早速ですが、議事録署名人の指名を行います。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、議案審議に入ったらと思います。本日は、２０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。 

 １番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、２８７㎡。

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。 

２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，

９３３㎡。〇〇、田、１，１０７㎡。〇〇、田、１，１５７㎡。計３筆。計４，１９７
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㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

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、９２

８㎡。貸付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、１，

４１９㎡。貸付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 〇〇さん。土地は、〇〇、田、７０

８㎡。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。 

６番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、畑、３０

９㎡。〇〇、田、７１４㎡。計２筆。計１，０２３㎡。借受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、５６

７㎡。〇〇、田、３５３㎡。計２筆。計９２０㎡。借受人の都合による解約でございま

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、

７７１㎡。〇〇、田、７８７㎡。計２筆。計１，５５８㎡。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、議案第１号について、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 

  １ページの議案１番ですが、参考までに伺いたいのですが、個人住宅を建てたいと申

請していますが、年月が経ってから借家に代わっているというのは、農業委員会での、

変更とか再審とかありますかね。申し立てと違っている場合は、指導するとか色々ある

のでしょうか、それとも建設課の関係になってしまうのでしょうか。 

 

○事務局 

  これは市街化の届出なので、届出が出て、転用が実施されれば農地法から切れること

となります。建物の用途と変わることについては、都市整備部局での話があるのではな

いかと考えます。 
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○議長（会長） 

  いいでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

分かりました。 

 

○議長（会長） 

  他にございませんでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

  ２ページの８番 〇〇から貸し付けていたものを本人に返すという事になっています

が、〇〇さん自身が組合員でなくなったという事情なんでしょうか。 

 

○事務局 

  これは、裏作で、麦を耕作する事で〇〇さん〇〇が利用権の設定をしていたという事

で、〇〇さんがこの土地で作らないという事での解約になります。 

 

○委員 〇〇委員 

  解約なので、〇〇 〇〇が借りていたものを返したという事になりますね。 

 

○事務局 

  実際は、貸したというか、〇〇さんが耕作をしているのですが、麦の補助金とかの関

係で〇〇との利用権の設定をしなくてはいけないという事で、今回、この土地を他の方

が耕作するという事で裏作の麦の設定が入っていたので、これを除けないと、他の方が

耕作出来ないので解約したというようになります。 

 

○委員 〇〇委員 

  裏作の麦の部分が、他の人が耕作することにより、変わったということですね。 

 

○事務局 

  そうですね。 

 

○議長（会長） 

  この件につきましては、重信地区では〇〇、川内地区では〇〇、麦の集団を〇〇主導

で法人を立ち上げています。麦の対策として所得補償、げたをはかすという事で、輸入

麦に対して国産麦が安いからその分を補てんしましょうという事業ですが、認定農業者

か法人でなければ恩典を受けれなく、〇〇が主体となってこの名目上、法人を立ち上げ

ています。そこに個人が入り、法人の組合員になって出荷して共同計算して恩典を受け

ているというシステムです。〇〇で〇〇さんが麦を作っていたのを止めるようになった

ので、〇〇と契約をしなくてよくなったというような内容かと思います。他にありませ
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んか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、第１号議案 承認いただけるでしょうか。 

（   承認   ） 

１号議案は承認いたします。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４件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。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、畑、１４

３㎡。〇〇、畑、９６０㎡。〇〇、田、１，９３３㎡。〇〇、田、１，１０７㎡。〇〇、

田、１，１５７㎡。〇〇、田、９２８㎡。〇〇、田、１，４１９㎡。計７筆。７，６４

７㎡。権利内容は、所有権移転・売買。作付作物は、季節野菜。主な農機具の保有状況

は、耕うん機、軽トラ、動噴、刈払機、導入予定としてトラクター、管理機。労働力は、

常時１人。耕作面積は、７，６４７㎡。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者という事でございますので、１

２月１９日１０時から〇〇委員さんにも同席頂きまして、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の〇〇さん分をご用意お願いします。 

面接に際しましては、農地法第３条第２項該当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、２００

７年に、県立農業大学校の入門塾を受講し、２００７年から２０１１年〇〇に所属して

いた。宮崎、三重で短期研修を受け、基本的な技術は習得済みである。主要農機具は、

耕うん機、軽トラック、動噴、刈払機を所有し、トラクター、管理機を導入予定です。

第２号、農地所有適格人以外の法人による権利取得の禁止ですが、該当いたしません。

第３号、信託の引受けの禁止ですが、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、専業農家で行います。第５号、下限面積制限ですが、

７，６４７㎡で要件を満たしております。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、該当しません。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

効率化かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがある場合の権利取得の禁止です

が、地域の農道、水路等の共同利用施設の取り決めを順守し、鳥獣被害対策に協力し、

維持管理作業に参加するなど周辺農家との調和及び連帯、地域作業への参加等を十分理

解されております。以上です。 

 

 

○議長（会長） 

  この件に関しましては、地元 〇〇委員さん、面接されておられるようなので確認状

況とか、ご意見を伺いしたいと思います。 
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○委員 〇〇委員 

〇〇さんとは、先ほども言われた通り１２月１９日、直接本人とお会いして色々とお

話し聞かせてもらいました。現在のところ、何を作っているかと聞いたら、野菜を〇〇、

〇〇などに出荷もして、近所の方ともお話ししてよく存じているという事です。これか

ら水田で、お米はしないので、野菜だけを専門に今まで経験もあるので、やっていくと

いう事でございます。ハウスはと聞くと、ハウスも準備しているという事、その中で育

苗をしながら、野菜をメインに広げていって頑張りたいと言っていました。年齢は、〇

〇歳だそうです。１２年より、〇〇、宮崎、京都、短期研修、経営研修も行っておるそ

うです。７ページの〇〇からずっと上がって行って、山之内の河川を上がってちょうど

三叉路の所にあります。現地も確認しております。以上です。 

 

○議長（会長） 

ありがとうございました。この件について皆さんに意見を伺いたいと思います。 

何かございますでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

〇〇さんの土地を、〇〇さんに繋いだのは、具体的には誰なのでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

それは、不動産屋さんの紹介と言っていました。 

 

○委員 〇〇委員 

松山の。 

 

○委員 〇〇委員 

はいそうです、場所、名前までは聞いてないです。不動産屋さんの紹介と聞いていま

す。 

 

○委員 〇〇委員 

専門に扱っている不動産屋さんがあるという事ですか。 

 

○委員 〇〇委員 

そこまでは聞いていなかったです。 

 

○委員 〇〇委員 

場所ですけれど。 

 

○委員 〇〇委員 

去年まで、お米を作っていた所です。 
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○委員 〇〇委員 

三叉路の所の。 

 

○委員 〇〇委員 

はい、三叉路の所と、〇〇さんの家の前の大きな田の所と。 

 

○委員 〇〇委員 

ハウスはどこに。 

 

○委員 〇〇委員 

ハウスは、許可をもらったら、そこに、農機具もそこに入れてやるということらしい

です。 

 

○委員 〇〇委員 

わかりました。 

 

○議長（会長） 

  他にございませんか。 

 

○委員 〇〇委員 

私共も 1 件あるのですが、この方、７，６４７㎡で大面積であるという事ですが、野

菜だけとお聞きしましたので、私共もそれ位の面積を預かっている所がありまして、当

時は草も刈ってという事でしたが、放置したという所がありますので、なかなか野菜を

作るというのは手間がかかるもので、農業委員として指導とか色々とあると思うんです

が、お米を作らず野菜を作っていきたいと、全部野菜を作らないんですよね。 

 

○委員 〇〇委員 

  本人は、全部、野菜を作ろうという事だと思います。 

 

○委員 〇〇委員 

わかりました。 

 

○委員 〇〇委員 

トラクターもなく、これから買いますとの事です。重信でイチゴを作ったり、経験が

ありますので、最初から全部は無理だと思いますが本人がやると頑張っているので、最

初から出来ないとは。最初は、１馬力でやるので、難しいかもしれないのだけれど。 

 

○議長（会長） 

新規で就農される方については、本当の苦労、難儀さは分かってない部分がある、作

物を作るだけでやりたい、ただ、若い人は当然なんですけれど、これから農業委員さん、
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推進委員さんが指導をしていかなければならないのではないのかなと思います。私も経

験上、何人か新規就農させておりますけれど、やはり、付いてないとやっとここにきて

真剣になってくれたかなと、４、５年かかります。 

 

○委員 〇〇委員 

  その指導は農業委員という事になるんですよね。 

 

○議長（会長） 

  そうですね。他にございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決をして良いでしょうか。この件について承認される方は、挙

手をお願いします。 

（   全員挙手   ） 

 

○議長（会長） 

  全員、挙手という事で、承認いたします。続いて１０番、１１番、１２番、譲受人が

同一人物ですので、３件まとめ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 

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、田、３

１９㎡。〇〇、田、９８４㎡。〇〇、畑、４９㎡。〇〇、田、１，３２６㎡。〇〇、田、

１，０４３㎡。計５筆。計３，７２１㎡。権利内容は、使用貸借権設定・１０年。作付

作物は、野菜、キウイ、柑橘、花木。主な農機具の保有状況は、軽トラ、動力噴霧機、

草刈り機、運搬車、耕うん機。労働力は、常時１人、臨時１人。耕作面積は、６，２４

５㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なし。 

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、畑、１，

０９１㎡。権利内容は、賃借権設定・１０年。作付作物は、野菜、キウイ、柑橘、花木。

主な農機具の保有状況は、軽トラ、動力噴霧機、草刈り機、運搬車、耕うん機。労働力

は、常時１人、臨時１人。耕作面積は、６，２４５㎡。周辺農業経営への影響は、特に

支障なし。 

１２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，

３６６㎡。〇〇、田、６７㎡。計２筆。計１，４３３㎡。権利内容は、使用賃借権設定・

１０年。作付作物は、野菜、キウイ、柑橘、花木。主な農機具の保有状況は、軽トラ、

動力噴霧機、草刈り機、運搬車、耕うん機。労働力は、常時１人、臨時１人。耕作面積

は、６，２４５㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なし。 

〇〇 〇〇さんにつきましては、東温市では、新規就農者という事ですので、１２月

２２日９時３０分から〇〇委員さん、〇〇委員さん、〇〇委員さんに同席いただきまし

て、面接を実施しております。その内容につきましては、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の〇〇さん分をご用意お願しま

す。 
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面接に際しましては、農地法第３条第２項の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、現在、

農地保有者３名と農作業等受委託契約を結び、耕作している。兼業農家出身で、県の農

業技術職員として従事してきたため、一通りの農作物栽培技術は既に有している。平成

３０年４月から専業農家として就農する。主要農機具は、軽トラック、刈払機、動力噴

霧器、運搬車、耕うん機を保有しているとの事です。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、該当しません。第３号、信託の引受けの禁止ですが、

該当しません。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、専業農

家で行います。第５号、下限面積制限ですが、６，２４５㎡で要件を満たしております。

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、該当しません。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化かつ総合的な利用の確保に支障を生

じるおそれがある場合の権利取得の禁止ですが、農道、水路等の維持管理作業や農業の

維持発展に関する話し合い活動等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、十分理解されております。以上です。 

 

○議長（会長） 

只今、事務局より説明がございましたが、地域がまたがっておりますので、まず１０

番の件、〇〇委員さん。 

 

○委員 〇〇委員 

今、報告がありましたように、１２月２２日に他の吉久の方と３名で面接しました。

〇〇さんが、現在、県の〇〇の〇〇をされてる方で農業博士も取得されているようで、

かなり技術は持っているようです。３月で退職して、新規で専業農家でしたいと、８ペ

ージの地図を見ていただくと、田窪地区になりますが、真ん中に〇〇さん宅があります

が、その周辺の網掛けしている所が３反７畝程ありますが、これは〇〇さんの娘さん、

譲渡人の〇〇さんが今、〇〇に住んでいます。この土地が、私も近所に自分の土地があ

るので分かるんですけど、ずっと草ぼうぼうになっておりまして、たまたま、〇〇さん

の娘さんの〇〇さんが〇〇さんと話をしまして、柑橘とかキウイを植えたいので貸して

もらえないかと、〇〇さんの宅地の所に３０坪か４０坪くらいの倉庫があるので、それ

も一緒に借りて、農機具を入れて、専業農家を行いたい。３７００㎡では５反の別段の

要件を満たさないので、下林とか吉久の田を借りて５反以上にしたいという事です。私

も行って確認したのですが、キウイも植えてまして、柑橘も植えてました。結構、前向

きにしてまして、先程もお話ししましたが、草ぼうぼうにだけはしないように話しまし

た。ちょこちょこ私も見に行かないといけないのかなと思っています。かなり前向きで

やっておられるので、私の印象としましては、かなりやってくれるのではと思いました。

特に問題はないと確認しました。以上です。 

 

○議長（会長） 

  １１番について、〇〇委員さん。 
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○委員 〇〇委員 

１１番ですが、もともと、〇〇さんがキウイフルーツを作っていた所で、それをその

まま引き継ぐという内容であります。場所は、９ページにあります。佐古ダムの下側北

側になります。永い年月、〇〇さんがキウイをされていた所をそっくり引き継ぐという

事で、問題はないかと思います。 

 

○議長（会長） 

１２番については、〇〇委員さん。 

 

○委員 〇〇委員 

１２番は、１０ページの地図の丸で囲まれた所で、柑橘が何年か前に植栽されており

まして、将来的にはハウスでおおうように言われていました。〇〇さんが言われたよう

に、技術もありますし、人柄も良い方なのですが、面積が一人でするには、広いのと分

散しているのが、どうかなと思いますが、吉久地区も耕作放棄地が目立つ所であります。

熱心な方に来て頂き、管理して頂いたら、この地域の活性化となりますので、私自身は

結構、期待しております。以上です。 

 

○議長（会長） 

只今、３地区の委員さんから確認状況の説明がありました。ご意見、ご質問はありま

すか。 

 

○委員 〇〇委員 

１１番の議案で、下林の物件については、他の物件と違って、賃借権設定になってい

ますが、参考までに教えて頂きたいのですが、賃借料はいくらになっていますか。 

 

○委員 〇〇委員 

５万円です。 

 

○委員 〇〇委員 

これは、現実にキウイフルーツの収穫ができる所ですから、貸付人がキウイを植えて

おりまして、新植でなくて。 

 

○委員 〇〇委員 

年５万円の賃借料で、もうキウイが植わっているので、収穫したらよいという状態に

なっているので、賃借権の設定という事ですね。後、使用貸借ですね。〇〇さんは、お

そらく、現役の時代から物件を探しておられたでしょう。誰かが仲介されたのですか。

仲介業者があるのなら、農業委員としても、情報として知っておく必要があるのではな

いかと思います。 
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○委員 〇〇委員 

キウイフルーツについては、農協の営農指導員が、〇〇さんから高齢になったからど

なたかおられないかという事で間に入って探していたところが、知り合いがいるという

事で仲介した次第であります。 

 

○委員 〇〇委員 

すでに果樹部会員になっております。 

 

○委員 〇〇委員 

吉久の土地は、３つの中で最初だったと思いますが、〇〇さんが職場の同僚という事

で、将来定年したら柑橘類を中心でしたいので、土地を貸してもらえないかということ

で、話がまとまったとそうです。 

 

○議長（会長） 

他に無いでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、３件同時に採決して良いでしょうか。承認される方の挙手を求め

ます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手ということで、承認します。次に議案第３号農地法第５条第１項の許可申請

について議題とします。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

議案第３号、農地法第５条第１項の許可申請について。 

番号１３番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、８

６１㎡。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、農家住宅。

権利内容は、所有権移転。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） 

  これは、私の地区なので説明します。 

すでに第２回の委員会で除外意見決定しておりまして、それ以後、特に手続きを進め

てきたという事で現状に変更はありません。地図については１１ぺージの〇〇で、〇〇

さんはまだ〇〇歳前後ですが、農家を後継いでやろうという事で、今回帰ってくるよう

であります。地元として特に問題ありませんので、お諮りしたらと思います。よろしく

ご審議をお願いします。 

この件について、皆さんからご意見をお伺いしたらと思います。何かございますでし

ょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 
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無いようでしたら早速ですが採決したらと思います。承認される方の挙手をもとめま

す。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手ということで、承認します。続きまして、１４番。 

 

○事務局 

  番号１４番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、９

５２㎡。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分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、農家住宅。権利内容は、使用貸借権設定。開発許可は、不要。転用許可は、

必要。平成２７年１１月５日、第１６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） 

  これにつきましては、地元、〇〇委員さんですね。 

 

○委員 〇〇委員  

  只今、事務局より説明がありましたように、平成２７年１１月の農業委員会で除外意

見決定された案件であります。〇〇さん、〇〇さんは、親子の関係であります。〇〇さ

んは商売をしておりまして、農地の管理がほとんどできていなく、ちょうどこの時期に

息子さんが帰ってくるという事で子供さんもできまして、農業しながら父親の商売を手

伝っていく事で、今回、準備ができたという事で申請しました。特に周辺地域に影響は

ないと思いますので、ご審議をお願いします。 

 

○議長（会長） 

只今、〇〇から説明がありましたが、何か、ご意見、ご質問はありますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、除外意見も決定されておりますので、早速採決したらと思います。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手ということで、承認します。続きまして、１５番、１６番と渡人が同一人で

すので一括して審議したいと思います。 

 

○事務局 

  １５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、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分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。権利内容は、使用貸借権設定、開発許可は、不要。転用許可は、必

要。平成２９年８月１０日、第１回委員会で除外意見決定された案件でございます。 

１６番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。〇〇さん。土地は、〇〇、

田、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
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以上の規模の一団の農地の区分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。権利内容は、使用貸借権設定。開発許可は、不要。転用許

可は、必要。平成２９年８月１０日、第１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） 

  これも〇〇です。 

 

○委員 〇〇委員  

  １５番ですが、〇〇さん、〇〇さんで〇〇さんが孫にあたります。今、同居しており

ますので自己住宅を建てて、おじいさんの近くに家を建てたいという事で、申請してお

ります。地図は１３ページになります。１５番が〇〇さん。ちょうど続きになりますが、

１６番が〇〇さんと〇〇さん、〇〇さんと〇〇さんとは夫婦になります。おじいさんの

所で同居しております。自己住宅を建てたいという事で、申請しております。先程の〇

〇さんと連なった土地であります。特に地域農業に影響はないと思いますので、審議を

お願いします。 

 

○議長（会長） 

只今、〇〇から説明がありました。この２件についても、第１回委員会で除外決定さ

れており、その後変わった状況は聞いておりません。何かご意見ありますか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決したらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手ということで、承認します。続きまして、１７番、事務局より説明願います。 

 

○事務局 

議案第４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。 

１７番 所有者 〇〇 〇〇さん。申出者 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１，

０２７㎡。〇〇、田、１，８９４㎡。計２筆。計２，９２１㎡。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、露天資材置場。開発許可は、不要。転用許

可は、必要。以上です。 

 

○議長（会長） 

 この件につきまして、地元、〇〇委員さん。 

 

○委員 〇〇委員 

 地図１４ページ、ここは以前から耕作放棄されて私も何回か見回りして、葛がいっぱ

い生えた農地で、周辺は〇〇さんの資材置場、〇〇さんのリサイクル工場等で、住宅も

ぽつぽつあるのですが、地元の組長さんの了解も得ておりますと聞いております。以前
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から〇〇さんの周辺等、資材置場等に転用している場所もあります。皆さんで審議して

頂いたらと思います。よろしくお願い致します。 

 

○議長（会長） 

 地元の〇〇委員さんから説明ありましたが、ご意見ありますか。この内容について、

事務局は、今の説明以外に何かありますか。 

 

○事務局 

 特にありません。 

 

○委員 〇〇委員 

 露天資材置場になっていますが、〇〇さんは、リサイクルの業者だと思いますが、開

発、その土地をさらに広げてリサイクルの用途に使うのでしたら、開発許可は必要なの

でしょうか。不要ですか。 

 

○委員 〇〇委員 

 私が聞いている範囲では、将来的に、〇〇さんがリサイクル工場の再処理している砂

利、コンクリートなんかの再処理をしているのですが、それを置きたいと聞いています。

それと、露天の資材を含めて置きたいそうです。 

 

○委員 〇〇委員 

 話を聞いておると、とりあえず露天資材置場にしておいて、後でリサイクルの廃棄物

処理の施設に変更するという事になると思うのですけれど。 

 

○委員 〇〇委員 

 だと、思います。 

 

○委員 〇〇委員 

 だったら、どの部所との連携になるかわかりませんが、連携で開発許可を取ったうえ

での、開発許可になるのではないかと思います。 

 

○議長（会長） 

  他にありませんか。今回は、露天資材置場としての申請になっております。転用しま

すと、後、工場にするにしろ、家を建てるにしろ、そこそこのリサイクルだったら環境

との協議がうまれてくるのではないかと思います。そこまでは、農業委員会としてはタ

ッチできないのではないかと思います。とりあえず露天資材置場としての転用の内容で

す。 

 

○委員 〇〇委員 

 砂利の再生処理した物は、資材になりますか。そこら辺りは、私も分からないんです
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が。 

 

○議長（会長） 

  再生資材ですね。 

 

○委員 〇〇委員 

  リサクルした砂利等は、資材になりますか。 

 

○議長（会長） 

  資材出なければ、廃棄物ですから。 

 

○委員 〇〇委員 

  他の用途に活用するのだから、資材だと思います。 

 

○議長（会長） 

他にありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決して良いでしょうか。採決いたします。承認される方の挙手

を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手ということで、承認します。続きまして、１８番。 

 

○事務局 

 １８番、所有者 〇〇 〇〇さん。申出者 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１，

１１９㎡の内２５４㎡。都市計画は、市街化調整区域。農地区分は、第２種農地。住宅、

事業所、公共施設、公益的施設が連たんしている区域に近接する区域で、おおむね１０

ha 未満の農地の区域内にある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、分家住宅。開発許可は、必要。転用許可は、必要。以上です。 

 

○議長（会長） 

 この件につきましては、地元、〇〇委員さん。 

 

○委員 〇〇委員 

 地図１５ページの１８番を見ていただきたいと思いますが、環境的には〇〇の東側に

ありまして、周辺は、田んぼの一等地であります。〇〇の東側に建設会社とか会社があ

り、横に〇〇さんの住宅もあります。この〇〇さんは、結構、田を持っていまして、８，

０００㎡程あります。その一部で２５４㎡を娘婿の〇〇さんに渡して、この申請を出し

ています。〇〇さんは、妻と子供２人、計４人で、現在は、〇〇の賃貸アパートで暮ら

しておりますが、子供も大きくなり、東温地区で学校に行きたいという事で、今回、申

請がでています。審議の程、お願いします。 
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○議長（会長） 

  只今、〇〇委員さんから説明を頂きましたが、何かご意見ありますか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

特にございませんか。無いようでしたら、採決して良いでしょうか。承認される方の

挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手ということで、承認します。続きまして、議案第５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議題といたします。これにつきましては、前々から

ご相談しておりますが、なお事務局から説明願います。 

 

○事務局 

 議案第５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の資料をお願い

します。前々回の委員会で別段の面積についてご説明させて頂きましたが、再度、表の

説明ですが、別段の面積の５反要件を緩和する場合、表の一番上ですが、東温市全体で

みますと、経営面積１０ａ以上５０ａ未満の比率が、４７．３％で４０％を上回ってい

ます。経営面積１０ａ以上４０ａ未満の比率が３９．６％で、４０％を下回っておりま

す。農地法施行規則に４０％を下回らないと規定があり、市全体を４反にするという選

択はできません。旧村単位でみていきますと、網掛けが付いている部分ですが、北吉井

村、南吉井村、桜樹村、川上村、ここは４０％を超えていますので、この網掛けが付い

ているところは、選択出来る事になります。年末年始で地元から特にご意見等をお聞き

になっている委員さんがおられましたら、それらを伺いしたうえで来年度のいわゆる５

反規制をどの様にするか、結論を出すように考えています。地元のご意見を伺っており

ます委員さんとかおられましたら、ご披露をお願いします。 

   

○委員 〇〇委員 

  北野田、南野田は、最近若い人が農業の後を継いで野菜を植えるなど、色々耕作して

現地の直販所に出している状況です。この面積でいきますと、南吉井地区は、皆さんの

意見では３反にして欲しいという事です。無理なら４反でいかがでしょうかという事で

すが、いかがでしょうか。地域の要望では３反にして欲しい。北野田の理事長、南野田

の理事長、地域の住民もそうなのです。年々少しずつ減らしていったら良いのではない

でしょうか。 

 

○議長（会長） 

  現段階では、南吉井４８．５％。 

 

○事務局長 

  今の３０a については規則の１７条でも４０という数字が決まっておりますので、こ

の場で３０という議論には上げにくいと思います。下げていきたという話であれば、先

ほど説明したように、地区ごとで判断していくように方法しかないのではないのかなと
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思っています。 

 

○委員 〇〇委員 

  これ％出しており、地区ごとでくくっておりますが、基本の数字は農家総数でこれに

よっての旧村の農家数で割って％を出しておると思いますが、三内村、河之内これが私

の地区になると思いますが、４１８というのは、これは農家システム台帳より集計にな

っていると思いますが、これの見直しはどうなのでしょうか。こんなにあるのなと思い

まして、分母が多いという事は数値の出し方が違ってくると思います。現状と実際、こ

の表がどうかなと思います。システム集計が現状と合っていたら何も言いません。本当

は我々も５反では難しい、新規就農者もおられるので、今、田を探しているのですが、

５反探さなくてはならないので、一生懸命にやっているところです。せめて４反にでも

なればと思うのです。要するにシステム台帳の数字がどうかで、出てきた数字が狂って

くる、間違いでなければ、どうにもならない。 

 

○議長（会長） 

  これが、今後の委員会の課題になってくると思います。これの整理をすること、特に

川上地区も三内地区もそうですけれど、山間部については耕作放棄地の面積が出てきて

おりません、こういう問題もあります。そこをどうやっていくかが、東温市農業委員会

の問題です。３０年度には取り掛かっていかなければいけない。そうしないと、当時の

農業委員会は何をしていたのかと言われる事態が発生すると思います。〇〇委員さんが

言われるのはごもっともだと思います。 

 

○委員 〇〇委員 

  経営農家というのは、どういう定義になっていますが、要は、田んぼ農地がある方を

経営農家というのですか。 

 

○事務局 

  経営農地面積が、１０ａ未満の農家は除外した数字です。 

 

○委員 〇〇委員 

  例えば、利用権設定して、県外に居って何もしていない人も、削除されているのです

ね。 

 

○委員 〇〇委員 

  １０ａあたり田があって、誰かに作ってもらって自分が水利費を支払っている場合は

入ってくるのではないですかね。 

 

○委員 〇〇委員 

  定義がどのようになっているのか、田窪地区でも結構いるのですよ。田んぼはあるけ

れど、県外にいて実際、感知していない、水利費も耕作者が支払っている。その辺りが
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把握されていて２，４３５軒、去年と比べたら、減っているようですが、どうなのかな

と思います。どこの基準を持って、この数字が出てきているのか、面積の比率も変わっ

てくるので、どのようになっているのかと疑問に感じました。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇委員さんの農地の件で、〇〇さんは７，６４７㎡あるので、５反以上の要件は可

すると思いますが、一人で実際行ったら〇〇委員さんが言われていたように、無理がで

るのではないのかと思われます。今、この数字のなかで１ランクでも下げれば、初期投

資がかなり減るのではないかと思います。この方は買われていますが、銀行の借り入れ

もしくは農協の借り入れの金額がかなり、個人で現金で買われる場合は別ですが、かな

りの借り入れをおこすことになるので、今年、１反でも下げれれば、下げたらどうかと

思います。 

 

○議長（会長） 

  〇〇委員さんが言われるような意見も出ておりますし、先ほど、〇〇委員さんが言わ

れたように、この数字を信じてよいかと、ただ、１０ａ以上していれば農家ということ

は聞いています。これを３０年度では整理をしていかなくてはいかんという状況が生ま

れてくると思います。 

 

○委員 〇〇委員 

  ５反以上の数字はどのようになっていますか。３段階に分かれているでしょう。５１

ａは、どうなりますか。東温市全体では５反未満が１，１５１。６反の数字はどこに出

てきますか。 

 

○事務局 

  数字は、取ってないです。 

 

○委員 〇〇委員 

  そこのところは計算する必要がないのか。別段要件には、関係ないのか。耕作放棄地

のしっかりした調査が根本ですね。農業委員の責任ですね。農家の総数がどうこういう

のは。地区でも東温市全体でなくても、要件を満たしている所から緩和したらどうです

か。 

 

○議長（会長） 

  〇〇委員さんから要件を満たしている所から緩和してはどうですかとの意見が出てい

ますが、いかがでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

  経営農家数がどこからどういう風に算出しているかは、次回でもいいのですが、教え

てください。何の数字でどうなっているのか、前年踏襲なら、それは、それで良いんで
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すけれど。 

 

○事務局 

  数字の拾い方は前年と同じ拾いかたで、大字単位ごとで、数字を拾っています。 

 

○委員 〇〇委員 

  例えば、〇〇という人が、作っていても、いなくても田をなんぼ持っている事で把握

しているという事ですか。 

 

○事務局 

  １０ａ以上作っている方を拾っている。 

 

○委員 〇〇委員 

  作っていない人もいるから、例えば、３反持っている人も他の人に作って貰って、自

分で作っていない人も多くいると思います。所有権だけ持っていて利用権を設定する。 

 

○事務局 

  所有権だけ持っていて利用権を設定する場合は、経営面積は、利用権を設定された方

に移る事になります。 

 

○委員 〇〇委員 

  そちらの数字に入って来るのだね。この分母の数字に。そうしたら本人の数字に農業

委員の耕作放棄地の調査の結果が、反映されているのかな。この前の１０月にあった耕

作放棄地の調査とかで、これはおかしいということで落とすとか、その数字は出て来て

いないのかな。 

 

○事務局 

  その数字は、これには入っていません。 

 

○委員 〇〇委員 

  それは分からない。耕作放棄地が出てきてもピックアップして整合するのは難しい。 

 

○委員 〇〇委員 

  調査して、調べた結果、耕作放棄地でないよ、樹木とか竹とかが生えていますよと報

告しますよね。その所有者は、誰で何㎡とか分かっていますよね。反映されていないと

言ってますので。 

 

○委員 〇〇委員 

  私も４０％資料の要件を満たしているよりも、分母の経営農家数が変わったら全然率

が変わってくるから。 
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○委員 〇〇委員 

  全然違うよ。市全体が３９．６％となっていますが、実際は超えているかもしれない

よ。 

 

○委員 〇〇委員 

  ４割、超えているかもしれないよ。 

 

○委員 〇〇委員 

  例えば５０％とかなっているかもしれませんよ。分母が減ってくる訳ですから。 

 

○委員 〇〇委員 

  ぐっと値が上がってくる訳ですから。 

 

○委員 〇〇委員 

  半年待ったら、４０超えるのではないですか。 

 

○委員 〇〇委員 

  次のページの数字とあまり変わっていないですね。ちょうど１年前ですがあまり変わ

っていないですね。 

 

○委員 〇〇委員 

  去年のでしょ。けど、少しずつは上がっていますね、その１つ前と比較しても、順々

に分母が減りよるので。僕が思うのは、松山市は全部で３０になっていますしね。伊台、

五明とか色々あると思いますが、その位でできるのかなと単純に。松山市は広いですよ。

窪野の奥まであるので、似たような所だと思うのだけど。その設定地域もそういう見方

をしないといけない、旧の字とか村とかで。 

 

○議長（会長） 

  どういたしましょうか。可能な部分だけ４０ａにして、出来ないところは、もう１年、

東温市全体が４０％になれば、当然、全体ができる訳ですが、農家数とか面積を見直し

ていけばクリアしてくるとは思いますが。 

 

○委員 〇〇委員 

  うちらは改良区がないのですが、水利組合と相談しましたら、小面積でできるのであ

れば、少しは緩和してもらえないかと言っておいてくれないかと伺っています。三内村

で見たら、急傾斜土地でシキミは経営面積の中に入っておりますかね。 

 

○議長（会長） 

  農地であれば、入っています。 
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○委員 〇〇委員 

  水田でシキミを植えておられる方がおられますよね。そういう場合は入っているけど、

いわゆる畑で、山林を杉檜を伐倒した後にシキミを植えられておる、いわゆる農地とし

て利用されておられるところも逆にいえばあるのではないかと思う。経営面積の中に、

台帳面積だけ調べている。 

 

○議長（会長） 

  挙手によって採決を取りましょうか。もう少し議論しますか。 

 

○委員 〇〇委員 

  私も改良区に聞いたのですが、とりあえず５反でいっておいて、個人的には下げたら

よいと思いますが、改良区に聞くと、５反で良いと話をしていました。うちの部落は。

あまり残念ながら、あまり百姓をしたいという人がいないので、経営農家数とかもう少

し具体的に調べてもらってやらないと、今早急にどうのこうのというのはどうかと思う

けどね。 

 

○委員 〇〇委員 

  地域的に分かれて、耕作するのかもどうゆう風にカウントするのか、そうゆう問題も

出てくると思います。 

 

○委員 〇〇委員 

  地区によって数字が違ってくるのは、非常に煩雑になってくると思います。 

 

○議長（会長） 

  これは、事務局が大変になってくると思います。 

 

○委員 〇〇委員 

  やはり隣接する松山市なんかの状態をみて考え方に入れていったほうが良いかと思い

ますね。 

 

○議長（会長） 

  経営農家数、面積、もう少し、正確な数字を確定してこないと、なかなか難しいので

はないかなと感じております。 

 

○委員 〇〇委員 

  農業委員さんの大半は、面積を５反から下げたら良いという考えなので、その方向で

どこかの経営農家数を事務局でいじれる部分があったら、いじって４０％する事は出来

るのでしょうか。それは出来ない、ルールに従って数字を出しているので出来ないので

あれば出来ないでしょうがない。実数に合わすしかない。出来るのなら、出来る方向で
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加味することが出来るのなら、実際１戸１戸当たって耕作してますかというような調査

は不可能に近いので、そこの事務的なところで工夫できる部分があるのだったら、ざっ

くりした方がいいのではないですか。実数の把握は、今回の農業委員とか推進委員さん

の協力で実数は固めていく作業をするということで。 

 

○事務局 

  システムでの集計なので、その時点で数字をいじれる所がないのが、実際です。 

 

○委員 〇〇委員 

  どこかの実数の数字を挙げてきているからですよね。 

 

○事務局 

  システムから一括して持ってきています。 

 

○委員 〇〇委員 

  システムに打ち込む前の段階。 

 

○議長（会長） 

  そのあたり職員さんとしては、数字をいじるというのは、まず、出来ないと思います。

我々が調査してきちんとした数字を出していけば、事務局もいじれると思いますが、事

務局の判断ではいじれない。 

 

○委員 〇〇委員 

  調査した数字は入れないといってます。耕作放棄地の調査した。 

 

○議長（会長） 

  それは農家台帳の見直しから、耕作放棄地の調査ではいきません。農家台帳の見直し

からいかないといけない。 

 

○委員 〇〇委員 

  入力する前の農家台帳は資料だから、それをみてシステムに入力を担当者が入れるわ

けだから、農家台帳そのものを見直すなり、めんどくてもしないとこの数字は出てこな

い。 

 

○議長（会長） 

  実際、農家台帳の整理から始めないことには、耕作放棄地の勝手もできないし、将来

の非農地証明の発行であるとか非常に難しくなってきます。その辺りをどうしていくか

が近年の最大の課題です。 

 

○委員 〇〇委員 
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  最初、会長さんから３０年度中にしていかないと農業委員会が批判されますよいうお

言葉がありましたが、まだ１年間色々と検討して、結論を出したのではいかがでしょう

か。 

 

○議長（会長） 

  それはかまわないのですが、３０年にやらないといけないのは、全国組織が決定して、

県組織で決定した運動であるとかはしていかないといけませんが、根本的な見直しとか、

ここで定義して、早速とはできることではないと思います。事務局の体制の問題もあり

ますし。 

 

○委員 〇〇委員 

  １年ありますから、今日ここで、採決してもどうかと思います。色々検討してという

事ではどうでしょう。結論だしたらいいと思いますけども。私の地区の関係ですけども

できれば少しは下げて欲しいという私どもの管内の役員さんはそういう意向でした。つ

い先般。色々お話し聞いた中でですが、もうちょっと時間とって検討して色々やってい

きましょうよ。 

 

○議長（会長） 

  それでは時間もございませんというか、後の会もありますので、採決したらと思いま

す、皆さんの方で下げれる所だけ下げましょうという意見の方、挙手をお願いします。 

（   挙手：９人   ） 

ここ１年じっくり検討して、とりあえずはこのままでという方、挙手をお願いします。

（   挙手：８人   ） 

８人と９人ですか。非常に拮抗した中で、今採決した結果、欠席委員さんはどうにも

ならず、８名と９名と非常に拮抗した内容ですが、多数決で、同数でしたら私が入って

どちらかへということになるのですけど、８名と９名ということですので、９名を取ら

ざるを得ないかと思います。そうすればこの中で可能な所は４０ａということなると思

います。例えば、５反要件が４０ａで良い所と５０ａの所が出てきますので、新規就農

の方が出てきた場合は、一律５０ａですよと話が出来なくなりますので、ご留意をお願

いしておかないといけないのかなと思います。 

 

○委員 〇〇委員 

  参考までに、地区ごとにと考えると、拝志村と三内村は５０ａでも４０％きっている

ということはそこの要件がプラスされる事はないですか。 

 

○事務局 

  それはないです。 

 

○議長（会長） 

  別段の面積については、そういう事で決定します。続きまして、議案第６号 東温市
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営土地改良事業牛渕地区の換地計画の同意についてを議題とします。 

 

○農林振興課 〇〇係長 

  農林振興課農林土木係の〇〇です。よろしくお願いします。議案６号について説明い

たします。資料１０ページで、東温市の牛渕地区浮島神社の南側です。ほ場整備事業を

実施しておりまして、今年度事業が完了いたします。それに伴い資料６ページからにな

りますが、権利者会議を平成２９年１１月２８日に行いまして、皆様の同意を得られま

したので、今回の換地計画書を作成しまして、土地改良法第９６条の４において準用す

る同法第５２条８項により農業委員会の同意を得たく、今回、議案を挙げさせてもらい

ました。説明につきましては、以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、農林振興課から説明がありました換地計画の同意ですが、皆さんの中でご意見

ご質問はございますか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

  牛渕地区は〇〇委員さん、欠席です。関係者が同意されておるのでしたら。農業委員

会がいう事もないかと思いますが、ご意見無いようでしたら、採決しても良いでしょう

か。採決いたします。議案６号東温市営土地改良事業牛渕地区の換地計画の同意につい

て承認される方の挙手を求めます。 

（   挙手多数   ） 

承認いたします。その他につきましては、１１時からの会議の後でおつなぎしたらと

思います。長時間に渡り委員会の方大変ご苦労様でした。次の会もよろしくお願い致し

ます。 

 

○事務局 

  ご起立願います。一同礼。引き続き１１時５分から第５回農業委員・農地利用最適化

推進委員合同会を行います。 


