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第６期 第７回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成３０年２月９日（金） 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                 （１１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５条第１項の許可申請について         （ １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     （ 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  （ 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７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。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。大変寒い日が続いております。大きな寒波ということ

で、氷点下がずっと続いているところですが、先般は２日間の研修大変お疲れさまでし

た。 

今年度もあと僅かになったんですが、今、国会では農政関係の議案があがっておりま

す。今回の場合は、農地法も一部変わってくるんですが、土地改良法、改良区に関する

事が大きく変わってきます。安倍内閣になって、農業も一つの産業としての位置付けが

され、競争力の強化ということで、大幅に全てのものが変わってきております。その中

で、改良区の案件は、組合員と準組合員とが出来てくるようです。農地を集約してくる

と、改良区の担い手が、水路を行うにしても人数が足らないようになってくる。そこで、

準組合員を作ろうというような感じで、現在の法案を見ております。また改良区の関係

では、会計が変わってきます。会計も複式簿記にしなさいよと。今回の国会で通過して

からですので、早速４月からという事にはならないと思いますが、来年度はそのような

方向に行くのではないのかと思っています。本日は、案件としては少ないんですが、慎

重な審議をお願いして、ご挨拶といたします。よろしくお願いします。 

 

○事務局長 

  それでは、議事をお願いします。 

 

○議長（会長） 

  それでは、議事録署名人の指名についてですが、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、１５件ございます。よろしく

お願いします。それでは、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

行うものです。 

 １番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さん。土地は、〇



3 

〇、田、２７８㎡。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、２８２㎡。

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番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１３０㎡。

〇〇、田、１１９㎡。計２筆。計２４９㎡。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、２５９㎡。

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。 

 

 ５番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、３２１㎡。

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。 

 

 ６番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、２４９㎡。

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、２５９㎡。

〇〇、田、２５９㎡。〇〇、田、２４８㎡。計３筆。計７６６㎡。都市計画は、市街化

区域。転用目的は、分譲宅地。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

解約です。 

８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、８４

１㎡。借受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

解約届です。 

９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、８４
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１㎡。貸付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、２，

１１３㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

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、４

３９㎡。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、事務局より１１件の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   ） 

無いようでしたら、第１号議案 承認してよろしいでしょうか。 

（   承認   ） 

議案第１号 専決処理事案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。１件ですが、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、それを耕作する人又は持ち

主が変更になる場合の許可です。 

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，

６６７㎡。〇〇、田、９８１㎡。〇〇、田、２５１㎡。計３筆。２，８９９㎡。権利内

容は、所有権移転・売買。作付作物は、米。主な農機具の保有状況は、トラクター、コ

ンバイン、田植機。労働力は、常時４人。耕作面積は、８，６４３㎡。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、許可要件の全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 

〇〇さんと〇〇さんは近所で、〇〇さんは元々下林の出身で近所だったということで

すが、松山市に出られて農地を管理できないから、〇〇さんに譲るということです。〇

〇さん、８５歳で高齢ですけど、後継者がしっかり居りますので、特に問題無いと思い

ます。 
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○議長（会長） 

ありがとうございました。それでは皆さんの方から、ご意見ご質問をお伺いしたいの

ですが、何かございますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

農地を農地として使うという事ですので、特に問題無いと思いますが、採決をしてよ

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。これも１件です。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 

  これは転用目的での売買、貸借です。権利移動と転用を同時に行う場合の許可です。 

  １３番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、５８６

㎡。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隣接する区域で、おおむね１０ｈａ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、太陽光発電施

設。権利内容は、所有権移転。備考といたしまして、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、〇〇委員さん説明願います。 

 

○委員 〇〇委員 

  ６ページの１３番ですけど、この〇〇さんは娘さんで、長男もおるんですが農業を全

くしていない。体の調子が悪く、やる者が何年も前からいないので、田んぼも荒らした

ままでほっていた。親戚の方が、１枚だけは近所なのでしてあげるという事で。この前

の見回りの時も困っていたんですが、友達が来てなんとか刈ってくれたようです。刈っ

ただけで、今もそのままで、困っていたんですが、これからもそのような事が起きて来

るのですが、場所がまた変わっているところですが、妹さんに譲ったような形で、娘さ

んもここには居るんですけれど、機械も何も無いので、手放すという事らしいです。以

上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、〇〇委員さんに説明を受けましたが、皆さんから何かご意見、ご質問はござい

ますか。 

 

○委員 〇〇委員 

太陽光発電の転用目的にする場合の条件というのはあるんですか。これは第２種農地
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で、第１種農地だったら許可がおりない。 

 

○事務局 

第２種農地、第３種農地の場合に転用の見込みがあるという事になります。 

 

○議長（会長） 

他には。 

 

○委員 〇〇委員 

これはいわゆるポール式の太陽光発電で、下が農地利用可能な形式の太陽発電ですか。 

 

○事務局 

これは、下を農地で利用しないです。 

 

○委員 〇〇委員 

下の農地を全く利用しない、全面的に太陽光発電にする。 

 

○事務局 

そうです。 

 

○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、採決します。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員、挙手という事で、承認いたします。続きまして、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議題とします。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。 

用途区分変更。これ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

域内の農地を農地から農業用施設用地、農業用倉庫等へ、用途を変更する手続きで、農

用地からは除外されない手続きです。 

番号１４番 所有者、申出者とも、〇〇 〇〇さん。土地は〇〇の一部、田、４５３

㎡の内１９８㎡。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隣接する区域で、おおむね１０ｈａ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。転用目的は農業

用施設用地、農業用倉庫。備考としまして、開発許可は不要。転用許可は不要。以上で

す。 
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○議長（会長） 

この件については、〇〇委員さん。 

 

○委員 〇〇委員 

〇〇さんですが、地図が７ページの１４番です。家の近くに農業用倉庫を建てたいと

いう事で、近辺に農地も取得して増えてきておりますので、農業用倉庫が必要というこ

とで建設したいという申出です。問題は無いと思います。 

 

○議長（会長） 

  皆さんのご意見を伺いたいと思います。何かご意見ご質問はございますでしょうか。

特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、採決をして良いでしょうか。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

議題といたします。 

 

○農林振興課 〇〇係長 

  農林振興課で中間管理事業を担当しております〇〇です。農地耕作条件改善事業を実

施する条件として、受益面積の１％以上農地中間管理事業を活用し、担い手に集約する

ことが必須であることから、別紙、農用地利用集積計画の農地、２枚目の〇〇、田、面

積１，４０２㎡を農地中間管理機構を通じて、担い手、認定農業者に使用貸借すること

になります。３枚目に場所が書かれておりますが、東側に〇〇という地域がありまして、

受益面積が９．７ｈａの１％以上を集約するという事で、〇〇を中間管理機構を通して

貸借する事になります。これに伴う、土地所有者に対する集積協力金は生じません。機

構が借受を行う場合、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。農用地利用配分計画案としまして、今回、この〇〇は、〇〇の〇〇さん、認定

農業者としてのこの方が借手として耕作する予定となっております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、説明がありましたが、皆さんから何かご意見ご質問はございますか。 

 

○委員 〇〇委員 

  中間管理機構を利用するという意見が最初からあったのか、こちらから誰か案内して、

中間管理機構の案内になったのか。 
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○農林振興課 〇〇係長 

  事業をするのにあたって、中間管理機構を利用しなければならなくなっています。そ

れは地元の改良区の方で、調整して誰かの分を集約できないかというのが、通常です。

中間管理機構がいろんな事業とあわせて、利用して下さいということで、国の方からの

動きになっていますので、その一環として農地耕作条件改善事業についても、受益面積

の１％以上を使って下さい、地元でもこういう制度がありますよと周知の意味を込めて、

そういうふうにやっております。３０年度事業にはそういう制度がありますよというこ

とで活用を進めていきたいとは考えています。 

 

○委員 〇〇委員 

  改良区からの意見もあって、農地中間管理事業を通しての使用貸借をしようという事

ですね。 

 

○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、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   ） 

 

全員、挙手という事で、承認いたします。 

議案については、終わりました。 

 


