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第６期 第９回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成３０年４月６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（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                 （１９件） 

   議案第２号 農地法第３条の許可申請について            （ ５件） 

   議案第３号 農地法第３条第１項目的の競売に係る買受適格証明願について 

                                    （ １件） 

   議案第４号 農地法第５条第１項の許可申請について         （ ２件） 

   議案第５号 農用地利用集積計画書について             （ １件） 

  

７. 農業委員会事務局職員（４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９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。〇〇委員から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。本日は、推進委員さんに傍聴をご案内し

ておりますが、お見えになっておりません。新年度に伴う人事異動がありまして、〇〇

次長に代わりまして、〇〇次長、また、増員となりまして、定年を迎えた〇〇部長が配

属となりました。一言ずつ挨拶をさせて頂きます。 

 

○事務局 〇〇次長 

  ４月から農業委員会に配属されました、〇〇です。３月までは、税務課で固定資産税

を担当しておりました。１０年前には、農林振興課で農地・水対策事業の経験がありま

す。農業委員会は初めてで一つ一つ勉強しながら、頑張っていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

○事務局 〇〇主任主事 

  ３月末をもちまして、定年退職を迎え、再雇用という事で、農業委員会に配属されま

した、〇〇です。１０年ぶりに委員会に帰って参りました。微力ではございますが委員

さんのご協力を得て円滑に事務を進めて参りたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

○事務局長 

私と〇〇は、引き続き本年度も努めますので、お願いします。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。久しぶりの雨で、春を迎え恵の雨となりました。今年

の桜もすでに葉桜になっている状態で、事務局長から紹介がありましたように、事務局

体制が変わっております。委員会としては増員されたという事ですが、３０年度につき

ましては、耕作放棄地、遊休農地、農地の集約化等に取り組んでいくように、組織を挙

げて取り組んで行く時期になりました。そういう中での人員配置と考えております。皆

さんと今後、相談しながら、どのように推進体制を行い、どのように推進していくのか、

２、３ヵ月後には作りあげたいと思いますので、よろしくお願い致します。今日は通常

の総会となりますが、慎重に審議をして頂きたいと思います。 

 

○事務局長 

  それでは、会長、議事進行をお願いします。 
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○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。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で、自己転用で自分の農地を転用する場合の届けです。 

１番 所有者 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、畑、２８３㎡。〇〇、畑、８７㎡。

計２筆。３７０㎡。都市計画は、市街化区域。転用目的は、宅地造成。 

 

（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、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。 

 

 ３番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、３０７㎡。

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、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。 

 

 ５番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は〇〇、田、２９３㎡。

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、２４２㎡。

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。 
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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、６０

８㎡。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 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇 〇〇さん。土地は、〇

〇、田、７１５㎡。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，

３９４㎡。〇〇、田、６８５㎡。計２筆。計２，０７９㎡。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、１，

５８２㎡。貸付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、６

６４㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

農地法関係 

これは農地法に基づく賃貸借の合意解約です。 

１２番 貸付人 〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さん。〇〇 〇〇さ

ん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、５８５㎡。借受人の都合による解約

でございます。 

 

１３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、５

０５㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

 

（４）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。 

１４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、７

４２㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

１５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、５

２０㎡。〇〇、田、９３㎡。計２筆。計６１３㎡。借受人の都合による解約でございま

す。 

 

１６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、１，９２８㎡。〇〇、田、１，８３２㎡。計２筆。計３，７６０㎡。貸付人の都合

による解約でございます。 
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１７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、２，１９２㎡。〇〇、田、１６４㎡。〇〇、田、１，８５２㎡。計３筆。計４，２

０８㎡。借受人の都合による解約でございます。以上です。 

 

  続きまして、農地法関係。 

１８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，

７９９㎡。〇〇、田、４８６㎡。〇〇、田、１，０４５㎡。〇〇、田、１，６９１㎡。

計４筆。計５，０２１㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

１９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

５０㎡。〇〇、田、１６４㎡。計２筆。計３１４㎡。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、事務局から専決処理事案１９件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、５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。 

２０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、５

２０㎡。〇〇、田、９３㎡。計２筆。計６１３㎡。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、トラクター、耕うん機、田植え機、コ

ンバイン、乾燥機、籾摺機。労働力は、常時２人。耕作面積は、５，６０５㎡。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、下限面積が４０ア

ールの地区は除く、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） 
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この件については、地元、〇〇委員さん、確認状況の説明をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

この〇〇さんと、〇〇さんはご近所です。話がまとまったと聞いております。場所の

地図は、９ページの２０番です。国道１１号線の下です。〇〇さんは、米と野菜を中心

に経営を行なっています。この土地は手入れができていなく、現在、除草作業を行って

います。今年中に、２筆をほ場整備し、来年度、米を耕作するという予定ですので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○議長（会長） 

只今、説明を受けましたが、皆さんから、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   ） 

特に意見が無いようでしたら、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、２１番。事務局より説明願い

ます。 

 

○事務局 

２１番、２２番、２３番が同一譲受人ですので、一括して説明させていただきます。 

 

２１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、

１，５８２㎡。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２人。耕作面積は、６，６４１㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なし。 

 

２２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、

６６４㎡。 

 

２３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、

１５０㎡。〇〇、田、１６４㎡。計２筆。計３１４㎡。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３件については、地元、〇〇委員さん確認結果の報告をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

２１番の〇〇さんと２２番の〇〇さんは、姉妹で、農業をしていない状況です。売り

たいという事で、〇〇さんが買われます。２３番は、地図１０ページの２３で、〇〇さ
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んの土地と続きで〇〇さんが欲しいという事で買われます。〇〇さんは、米を耕作して

いて、問題はないかと思います。以上です。 

 

○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、２４番についてお願いします。 

 

○事務局 

２４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、５

０５㎡。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３

人。耕作面積は、５，９０６㎡。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。よろしくお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  ２３番の〇〇さんがお父さんで、土地を売ったので土地面積が減ったらいけないとい

う事で、買うようにしました。以前、この土地は、〇〇さんは〇〇さんに貸していて、

歳をとって出来ないので、解約しています。〇〇さんは米を作っておりますので、問題

はないかと思います。 

 

○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、議案第３号 農地法第３条第

１項目的の競売に係る買受適格証明願について、事務局より説明願います。 

 

○事務局 

議案第３号 農地法第３条第１項目的の競売に係る買受適格証明願について、これは

農地の競売に参加する為、農家資格を証明する願いです。 
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２５番 申請人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１，１７６㎡。〇〇、田、１，

４５０㎡。計２筆。計２，６２６㎡。権利内容は、所有権移転。作付作物は、野菜、柿。

主な農機具の保有状況は、トラクター、耕うん機。労働力は、常時１人、臨時２人。耕

作面積は、２０，９４９㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なし。東温市では、新

規就農という事で、３月１９日に、〇〇委員さんに同席頂き、面接を実施しております。

内容につきましては、別添資料、農地法第３条第１項許可申請に係る要件確認書をご覧

下さい。面接に際しては、農地法第３条第２項の有無を確認しております。第１号とし

て、耕作目的、効率的に利用しない場合の権利取得の禁止、確認結果として、松山市に

おいて４５年の農業経験がある。産地見学や農協の指導などを通じて技術の習得を行な

っているとの事です。主要農機具は、トラクター、耕うん機を所有しています。第２号、

所有適格法人以外の法人による権利取得の禁止には該当しません。第３号、信託の引受

けの禁止も該当しません。第４号、農作業に常時従事しない場合の権利取得の禁止は、

専業農家で行い、繁忙期は臨時雇用を行います。第５号、下限面積制限 ２０,９４９㎡、

松山市が１８，３２３㎡、東温市が２,６２６㎡で条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または、養畜の事業を行う土地の転貸又は、質入れの禁

止、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かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがあ

る場合の権利取得の禁止、地域の農道、水路等の共同利用施設の取り決めを順守し、維

持管理作業に参加するなど、周辺との調和及び、連帯地域活動への参加等が十分理解さ

れています。以上です。 

 

○議長（会長） 

只今、事務局より説明がありました。この件については、地元、〇〇委員さんです。 

 

○委員 〇〇委員 

〇〇さんは東野から北方まで、農作業をしに来るという事ですが、面接をした結果、

米は作らない、野菜専門でしたいという事です。本人も松山青果、ダイキ等、既に出荷

もしております。常時１名でされ、勉強もかなりされています。近所にも迷惑かけない

という事です。農機具は、近々、トラクターをおいて、迷惑をかけないように行います

ということで、面接を行いました。以上でございます。 

 

○議長（会長） 

皆さんの方から、ご意見ご質問はございますでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

東温市に持っている、２，６２６㎡は、今は、何を植えていますか。 

 

○委員 〇〇委員 

今までは、〇〇さんという方が白ネギを植えていましたが、２枚の土地が競売にかか

っていて、〇〇さんがこれを見て、買いたいという事です。まだ決定でなく、申し込み
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者は、この方だけです。 

 

○委員 〇〇委員 

２，６２６㎡は、前耕作者がネギを植えていたという事ですか。 

 

○委員 〇〇委員 

はい、そうです。その人にも話があったみたいなんですが、買えないという事だった

みたいです。 

 

○委員 〇〇委員 

今は、〇〇さんは、松山市で野菜と柿を主にされているのですね。 

 

○委員 〇〇委員 

そうです。 

 

○委員 〇〇委員 

  以前から〇〇さんが持っていたという書面になっているのですが、〇〇さんが持って

いた２，６２６㎡なんですか。 

 

○委員 〇〇委員 

  いいえ。違います。持っていた人は、〇〇さんという方が持っていたという事です。 

 

○委員 〇〇委員 

  取得して、２町になると。 

 

○委員 〇〇委員 

  ２枚の田は、ほ場整備もちゃんと出来ています。 

 

○委員 〇〇委員 

  初めて、この人は北方の土地を買うと。 

 

○委員 〇〇委員 

  東温市としたら、新規就農者という事で。 

 

○委員 〇〇委員 

  松山に農地があっても。 

 

○委員 〇〇委員 

  そうです。下の方は大体野菜がメインで、大根、キャベツ、ブロッコリー、白ネギ、

玉ねぎを作ります。 
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○委員 〇〇委員 

  東温市で２，６２６㎡、２反ちょっとですが、別段面積は関係なかったんですか。 

 

○議長（会長） 

  松山市との合計です。 

 

○事務局 

  訂正をします。これから競売に係る物件について購入する予定なので、〇〇さんが所

有されている面積は松山市の１８，３２３㎡で、今後、購入予定の部分が東温市の２，

６２６㎡です。 

 

○委員 〇〇委員 

  おっしゃる意味では、耕作面積は現状の１８，３２３㎡と書く方が分かりやすいかと

思います。 

 

○委員 〇〇委員 

  入札で落札してないけんね。 

 

○事務局 

  今後は、気を付けて、書かせて頂きます。 

 

○議長（会長） 

他にありませんか。 

 

○委員 〇〇委員 

競売で適格証明を出したのは、１年に１回ぐらいあるんですか。 

 

○事務局 （〇〇主任主事） 

私が、以前５年いた時に３件くらいでした。東温市の方はまずいないので、松山市の

方が裁判所の競売物件、掲示板に張り出され、インターネットにも出ますので、それを

見て、手を挙げられる方が時々あります。年１回くらいあるかないかと思います。 

 

○議長（会長） 

他にございませんか、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、議案第４号 農地法第５条第

１項の許可申請について、２件を議題といたします。事務局より説明願います。 
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○事務局 

議案第４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。 

  ２６番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１，４

１２㎡。都市計画は、都市計画区域外。農地区分は、農用地区域内農地。農振整備計画

において定めた農地区域内にある農地という理由で農用地区域内農地として判断されま

す。転用目的は、露天資材置場（仮設）。権利内容、使用貸借権設定。備考といたしまし

て、開発許可は不要。転用許可は必要。愛媛県発注工事に伴う一時転用です。 

  ２７番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、２，５

６７㎡の内５９６㎡。〇〇、田、５９㎡。計２筆。計６５５㎡。都市計画は、都市計画

区域外。農地区分は、農用地区域内農地。農振整備計画において定めた農地区域内にあ

る農地という理由で農用地区域内農地として判断されます。転用目的は、露天資材置場、

仮設。権利内容は、使用貸借権設定。備考といたしまして、開発許可は不要。転用許可

は必要。愛媛県発注工事に伴う一時転用です。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この２件について、地元の〇〇委員さん、確認状況をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  地図１２ページです。この案件は、昨年、台風被害で、河川が氾濫して、護岸が壊れ

まして、その復旧という事で、〇〇さんの方は道が狭いので、河川から出てきた残土や

材料の一時仮置きをして現場に持っていくということです。〇〇さんの分は、河川に降

りる道もなく搬入路や資材置場として説明がありました。どうか災害のことですので、

よろしくご審議をお願します。以上でございます。 

 

○議長（会長） 

災害復旧ということでの〇〇委員さんの説明ですが、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、議案第５号 農用地利用集積

計画書について、議題とします。 

 

○事務局 

  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下さい。平成３０年度第

１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。概要について説明します。今回は、４月２０日開始分です。申出件数、２３

６件、面積、６３５,３１８㎡、その内、期間借地、１８件、面積 ６７，２５７㎡。貸
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し手２１７名、借り手１２４名、期間、１年から１０年、中でも、５年契約が最も多く

なっています。作物別設定面積で米以外１０種となっております。米１０ā あたりの賃

借料で、無料で作っておられる方もいらっしゃいます。今回、現金最高値１５，３９０

円。最低値５，２３２円。現物で、最高値７２kg。最低値１２kg。地目別では、田６３

５，０７１㎡。畑２４７㎡。次のページから期間別、地目別の面積等が記載されていま

す。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構想に適合していると考えます。昨年の平成２９年４月２０

日開始、第１号と比べ申出件数は、６７件増えており、面積も１８７，４６３㎡増えて

おります。期間借地の申出数は１件減っておりますが、面積は２０，０１９㎡増えてお

ります。賃借料は、現金の最高値は同数。最安値は１，４６０円増加しています。現物

の最高値１８kg 減少、最低値３kg 増加となっています。以上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、事務局から農用地利用集積計画書について説明を受けましたが、皆さんの方か

ら、ご意見ご質問はございますでしょうか。以前と比べて、貸付期間も長期化してきた

なという事が見られます。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

特に問題無いようでしたら、承認して頂けますでしょうか。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、農用地利用集積計画書について承認いたします。 

以上で、議案審議については、これで終了します。 

 

 

 


