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第６期 第８回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成３０年３月９日（金） 午前９時３０分～ 

 

２．開催場所 東部営農支援センター ２階 小会議室 

 

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                 （１０件） 

   議案第２号 農地法第３条の許可申請について            （ ６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     （ ４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８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。〇〇委員より欠席の届けが出ています。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。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。今年は、この冬非常に寒さが厳しかったし、また、最

近は、雨が多くて、農業に支障をきたしております。幾分、暖かくなりまして、麦の生

育も進んでくるのではないかと思います。３月といいますと、４月以降のこの夏の農作

業の計画も出来上がってこようかというところです。本日は、後で最適化推進委員さん

と合同の会議がありますので、議事進行をスムーズに進めていこうと思います。よろし

くお願いします。 

 

○事務局長 

  それでは、会長、議事進行をお願いします。 

 

○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、２１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。土地は、〇〇、田、３１１㎡。

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、１５７㎡。

〇〇、田、１２５㎡。計２筆。計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。 
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 ３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、〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１９７㎡。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、畑、３，２４２

㎡。都市計画は、市街化区域。転用目的は、露天資材置場。所有権移転を実施します。 

 

 ５番 渡人 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、７０８㎡。都市計画は、市街化区域。転用目的は、分譲宅地。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。 

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、

７２０㎡。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、２,８

５４㎡。〇〇、田、７００㎡。〇〇、田、６６０㎡。〇〇、田、１２０㎡。計４筆。計

４,３３４㎡。貸付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 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１,０

３４㎡。〇〇、田、７９０㎡。〇〇、田、５２４㎡。〇〇、田、１,２５６㎡。計４筆。

３,６０４㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

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、１,２

９９㎡。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

解約届です。 

１０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、１,５２２㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

○議長（会長） 

  皆さん、お目通し頂いておると思います。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。 
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（   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。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。 

１１番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 さん。土地は、〇〇、畑、６４㎡。

〇〇、田、１６８㎡。〇〇、畑、７７㎡。〇〇、畑、８１㎡。〇〇、畑、５０㎡。〇〇、

畑、１４９㎡。〇〇、畑、６０㎡。〇〇、田、２７２㎡。計８筆。計９２１㎡。権利内

容は、所有権移転・売買。作付作物は、米、野菜、シキミ。主な農機具の保有状況は、

耕うん機、トラクター、コンバイン、乾燥機、もみすり機、田植機。労働力は、常時２

人。耕作面積は、３０，５５６㎡。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、〇〇委員さんから内容説明願います。 

 

○委員 〇〇委員 

内容につきましては、事務局から説明された通りです。８ページの１１番です。譲渡

人〇〇さんは女性ということで体が弱く、農業が難しいという事で、譲受人の〇〇さん

は、農業熱心で、特に米の栽培、販売もしっかりされていて、地域活動も活発にされて

います。現地確認もしました。他の用途に使っているというような状況ではございませ

んでした。特に問題はありません。ご審議お願いします。 

 

○議長（会長） 

只今、〇〇委員さんから説明ありました。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   ） 

特に問題無いようでしたら、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、１２番。事務局より説明願い

ます。 
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○事務局 

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、

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

保有状況は、トラクター、耕うん機、田植機、コンバイン、軽トラック。労働力は、常

時２人。耕作面積は、２０，９３３㎡。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 

地図９ページの１２番。譲渡人の〇〇さんと、譲受人の〇〇さんとは、近所でありま

して、〇〇さんが７０歳で、後、田を作る人がおりませんので、今、他にも田んぼがあ

りますけれども、他の人に作ってもらっています。今回は、お墓の南側で新しい農道が

拡張されまして、機械も入り易くなりましたので、〇〇さんと〇〇さんは近所同士で気

心も知ってもおりますので、今回、相談がきております。ご審議の程、よろしくお願い

します。 

 

○議長（会長） 

只今、〇〇委員さんから説明ありました。皆さんの方から、ご意見ご質問はございま

すでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

特に問題無いようでしたら、採決したいと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員、挙手という事で、承認いたします。続きまして、１３番お願いします。 

 

○事務局 

１３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、７８

６㎡。〇〇、田、２５７㎡。〇〇、田、３１２㎡。〇〇、畑、２５０㎡。計４筆。計１,６

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

は、耕うん機、田植機、稲刈機。労働力は、常時２人、臨時１人。耕作面積は、７，６３

０㎡。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。確認結果をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 
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 譲渡人が、東温市、愛媛県に多額の滞納整理がありますので、おいさんに当たる、譲

受人の、〇〇さんがお金を立て替えたようで、この〇〇さんが、農業もしておりますの

で、この土地を譲り受けたいという事であります。１０ページにあるんですけれど、場

所ですが、非常に耕作するにも土地自体は小さく、作りにくい所ですが、譲受人は一生

懸命、農業をしておりますので、今回、滞納整理も兼ねて、東温市からも指導頂いてお

りますので、譲り受けて自分たちのものとして耕作したいという申請でございます。よ

ろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

只今、〇〇委員さんから説明がありました。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。 

 

○委員 〇〇委員 

  譲受人の〇〇さん８８歳なのですが、今も農業には従事できているのですか。労働力

は奥様と常時２人という事ですか。 

 

○委員 〇〇委員 

  はい、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、譲受人が同一となっておりま

すので、１４番、１５番を一括で審議したいと思います。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

１４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、２，

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

保有状況は、トラクター、耕うん機、草刈機、動力噴霧器、田植機、コンバイン。労働

力は、常時４人。耕作面積は、２４，１２９㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障な

し。 

１５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、２，

０７３㎡。〇〇、田、１,２１５㎡。〇〇、田、１,８９２㎡。計３筆。計５,１８０㎡。

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

トラクター、耕うん機、草刈機、動力噴霧器、田植機、コンバイン。労働力は、常時４

人。耕作面積は、２４，１２９㎡。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、許可要件全てを満たしていると考えております。

以上です。 
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○委員 〇〇委員 

この件については、自分の範囲なので、説明をします。譲渡人の〇〇さん、〇〇さん

の関係は、〇〇さんがおばさんで、〇〇さんが姪になります。松瀬川で管理をしていた

ご親戚の方が亡くなり、農業に従事出来ないという事になり、近所の〇〇さんが買うと

いう事になりました。〇〇さんはキャベツの専作農家です。かなりの面積でキャベツを

作って所得をあげています。後継者は乳牛を飼っております。機械もすべて揃ってます

し、特に問題はないかと思います。皆さんにご審議をお願いしたらと思います。 

 

○議長（会長） 

皆さんの方から、ご意見ご質問は、何かございますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

特に問題無いようでしたら、採決を行いたいと思います。承認される方の挙手を求め

ます。 

（   全員挙手   ） 

全員、挙手という事で、承認いたします。続きまして、１６番お願いします。 

 

○事務局 

１６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、

１，７２５㎡。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、耕うん機、トラクター、田植機、バインダー、コンバイン、乾燥機。労働力は、

常時４人。耕作面積は、２４，４９３㎡。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、〇〇委員さん。 

 

○委員 〇〇委員 

  地図の１２ページを見てもらえますか。１６が今回の該当地になります。場所的には、

〇〇から南に４００ｍから５００ｍ入った所ですが、隣接してすぐ左に〇〇の〇〇があ

り、その駐車場にこの土地は隣接してあります。この土地は北からの進入道路がなく、

周辺が９０ｃｍの農道と水路に囲まれていて、一昨年まで譲受人の〇〇さんが賃貸借さ

れておりましたが、昨年、更新しなかった為に、耕作放棄地となっていました。先日、

見に行ったのですが、耕作していなかったので、北側の道に枯れ草が１ｍ位伸びており

まして、現在死んだ土地なので〇〇さんが、この土地の南側が〇〇さんの土地で、南側

からは農機具等入る為、〇〇さんに買ってもらえないかという事です。耕作放棄地でな

くなり、周りにも迷惑がかからなくなるかと思います。〇〇さんは、７３歳で離れた所

に自宅がありますが、周辺で自家野菜を作られています。ご審議をお願いします。 
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○議長（会長） 

〇〇委員さんから説明がありました。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   ） 

特に問題無いようでしたら、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。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。 

  １７番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１，０

２７㎡。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。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。平成３０年１月９日 第６回委

員会で除外意見決定された案件です。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、事務局より説明がありました。除外意見決定の際にも、説明頂いているのです

が、地元の〇〇委員さん、その後いかがでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

  今、事務局が説明した通りです。繰り返しになりますが、リサイクル処理されたもの

を置くという事で、お聞きしております。以上でございます。 

 

○議長（会長） 

早速ですが、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。１１番について、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。 

番号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、

４９５㎡。都市計画は市街化調整区域。農地区分は甲種農地。８年未経過の面的土地改

良事業の受益地という理由から甲種農地と判断されます。転用目的は分家住宅。備考と
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しまして、開発許可は必要。転用許可は必要。以上です。 

 

○議長（会長） 

これは、地元、〇〇委員さん。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんは分家住宅を建てるという事で１４ページの地図を見てください。自宅の南

側に農地があります。そこに分家住宅を建てるという事です。よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

皆さんの方から、何かご意見ご質問、ございますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

特に問題無いようでしたら、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、１９番、２０番は同一案件で

すので、一括に審議したらと思います。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

１９番 所有者、申出者とも〇〇 〇〇さん。土地は〇〇、畑、４,１４５㎡。〇〇、

畑、２，１２８㎡。計２筆。計６，２７３㎡。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。備考といたしまして、開発許可は不要。転用許可は必要。 

２０番 所有者、申出者とも〇〇 〇〇さん。土地は〇〇、畑、４,５６６㎡。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。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） 

只今、事務局から説明がありましたが、この件については、〇〇委員さん。 

 

○委員 〇〇委員 

  １５ページの地図、１９番２０番です。昭和５０年代位まで、この周辺はみかんの単

価が良かった為に、傾斜が緩やかな所は全部みかんが植わっていたのですが、５０年代

後半頃に、伐採補助事業が始まりまして、旧重信も旧川内も山のみかんは大半その時に

伐採しました。６３年位から、旧川内では吉久地区から国土調査が始まりまして、みか

んの木は伐採していましたが、植林がされてなかった為に、現在、地目が畑のままに残

っています。分かっている世代に、現状にあった地目に変更したいということです。平

成元年頃に植林をしておりますので、ヒノキはかなり大きくなっています。現地確認は

みかんが植わっていた頃の航空写真、現在、植林されている航空写真、今回の３筆を区
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分した写真でもって現地確認しました。〇〇さんは、以前、市役所に勤めていた方で、

２０番の申出者は〇〇さんの奥さんです。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（会長） 

只今、〇〇委員さんから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。こういう問題は皆さんが、農地の調査をしていく上で、出てくると思います。

これも一つの整理の方法ですが、３０年度には、こういう調査もしなくてはならない事

になってくると思います。先進事例として良いのではないのかと思います。何かご意見

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、採決を行いたいと思います。１９番、２０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、２１番について、説明願いま

す。 

 

○事務局 

２１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、３７

９㎡。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１０ｈａ未満の農地の区分

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、農家住宅。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、〇〇委員さん。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんの息子さんが農家住宅を建てたいという事で、地図は１６ページの２１番で

す。場所は拝志小学校から佐古ダムに上がっていくところで、〇〇さん家の隣に農家住

宅を建てたいという事ですので、審議をお願します。 

 

○議長（会長） 

只今、地元、〇〇委員さんから説明がありましたが、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。 

 

○委員 〇〇委員 

申出者の〇〇さんは、農家をされていますかね。 

 

○委員 〇〇委員 

帰ってからという事です。 
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○委員 〇〇委員 

教えて頂きたいのですが、分家住宅と農家住宅の転用目的の違いによって開発許可が

不要になったり、必要なったりするだけの違いなのでしょうか。転用目的は、２１番で

は農家住宅、１８番では分家住宅。 

 

○事務局 

  それぞれの要件によってです。分家住宅の場合は、その土地につきまして、昭和４６

年１２月以前から所有していないと建たないとか要件がありまして、農家住宅につきま

しては、農家資格、耕作証明が出る世帯の方でないと、建たないとか要件があります。

それぞれ要件に合うようになっています。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんは将来、農業をするという事で、証明出すという事ですね。 

 

○事務局 

今、同一の住所になっていますので、農業委員会から耕作証明が出ます。それをもち

まして、農家住宅が建つように要件を満たしたことになります。 

 

○議長（会長） 

農家住宅で申請されますと、あとで問題になるのは、その住宅が必要なくなったから

売りますとなった時に、買う資格が農家にしかありません。一般に転売する事はできま

せん。転用を農家住宅でしていると、更地にして、新しく建てる人も農家でないといけ

ません。そういう規制があります。 

 

○事務局 

大きなくくりでいくと土地が市街化調整区域で、基本的に家が建たない区域になって

います。その中で建つ要件としては、分家住宅、農家住宅になります。その中で要件を

満たす中で選ばれて申請されてきます。 

 

○委員 〇〇委員 

本人からの申請が農家住宅の申請がされている。分家住宅ではなく。 

 

○事務局 

そうです。 

 

○議長（会長） 

他にありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

問題無いようでしたら、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
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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、これで終了します。 

 

 

 

 

 


