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第６期 第１０回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成３０年５月９日（水） 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                 （２０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４条第１項の許可申請について         （ ２件） 

   議案第４号 農地法第５条第１項の許可申請について         （ ５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（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１０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。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、どなたもお見えになっ

ておりません。それでは開会にあたりまして、会長よりご挨拶を頂きます。 

 

○会長 

  皆さん、おはようございます。一昨日からの雨も今朝、あがりまして、今年の水は大

丈夫ではないかと思っております。田植も山間部では、始まっております。おそらく、

麦も来週ぐらいから、早いところは刈るのではないのかと予想しています。ご承知のよ

うに、国会では、くみ取り合戦みたいな感じでしたが、やっと昨日から正常化したとい

う事で、これから重要な法案が審議されると思われます。委員会は農政を見ながら、地

域の実情を踏まえた上で、その政策を活かしていくという使命がありますので、注視し

ていく必要があると思います。本日は３２件の事案になっております。専決事案が多い

ですが、慎重な審議をして頂きたいと思います。欠席委員さんは、〇〇委員さんになっ

ております。 

 

○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３２件ということで、議案第１

号 専決処理事案、２０件について、審議したらと思います。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

 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、２２７㎡。

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
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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。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。 

 

 ４番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は〇〇、田、３８５㎡。

〇〇、田、１．４２㎡。〇〇、田、１５９㎡。〇〇、田、６．１４㎡。計４筆。計５５

１．５６㎡。都市計画は、市街化区域。転用目的は、貸住宅。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、２．７０

㎡。〇〇、田、０．５１㎡。〇〇、田、０．３３㎡。計３筆。計３．５４㎡。都市計画

は、市街化区域。転用目的は、宅地拡張。所有権移転を実施します。 

 

 ６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。土地は、〇〇、田、２８８㎡。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。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、２６９㎡。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。 

  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、８６

１㎡。借受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，

２３１㎡。〇〇、田、９１㎡。計２筆。計１，３２２㎡。借受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、３，

４２６㎡。〇〇、田、８１５㎡。〇〇、田、１９９㎡。〇〇、田、５３㎡。〇〇、田、９

４５㎡。計５筆。計５，４３８㎡。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、１，

３４７㎡。〇〇、田、２９７㎡。〇〇、田、８１１㎡。計３筆。計２，４５５㎡。借受

人の都合による解約でございます。 
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１２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

０７㎡。〇〇、田、９０６㎡。〇〇、田、６００㎡。〇〇、田、５１０㎡。計４筆。計

２，４２３㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

続きまして、農地法関係。 

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

５１㎡。〇〇、田、３７２㎡。計２筆。計９２３㎡。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。 

１４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、３，４２６㎡。〇〇、田、８１５㎡。〇〇、田、１９９㎡。〇〇、田、５３

㎡。〇〇、田、９４５㎡。計５筆。計５，４３８㎡。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 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇 〇〇さん。土地は、

〇〇、田、１，３４７㎡。〇〇、田、２９７㎡。〇〇、田、８１１㎡。計３筆。計２，

４５５㎡。貸付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 〇〇さん。土地は、〇〇、田、６

８１㎡。〇〇、田、５９０㎡。計２筆。計１，２７１㎡。借受人の都合による解約でご

ざいます。 

 

１７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

９４㎡。〇〇、田、４１３㎡。計２筆。計９０７㎡。借受人の都合による解約でござい

ます。 

 

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、２

６４㎡。〇〇、田、４８１㎡。計２筆。計７４５㎡。借受人の都合による解約でござい

ます。 

 

  続きまして、農地法関係。 

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、４

６３㎡。借受人の都合による解約でございます。 

 

２０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
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２９㎡。〇〇、田、１３３㎡。〇〇、田、３８０㎡。〇〇、田、８９４㎡。〇〇、田、

１，５０５㎡。〇〇、田、３２３㎡。計６筆。計３，９６４㎡。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２０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。 

 

○委員 〇〇委員 

  ３ページの１０番 〇〇 〇〇さんの事案ですが、これは遺産分割協議書を拝見して、

代表である〇〇さんの申請という事ですか。 

 

○事務局 

  遺産分割協議書までは確認していません。相続人の代表者として、〇〇さんが解約の

手続きをされたという事です。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんが、耕作権があるという事ですか。小作権ありますか。 

 

○事務局 

  そういう事ですね。 

 

○委員 〇〇委員 

  ５ページの１９番、〇〇が返した土地とは、何に使っていましたか。 

 

○事務局 

学校の生徒が農園を作っていました。学校側がもう作らないという事で、その土地を

返したという事です。 

 

○議長（会長） 

  相続人代表の形とは、農業委員会では、利用増進をする為に、農地の未相続は多いで

す。遺産分割協議書等、農業委員会が深く入っていきますと、農地の流動化が不可能に

なっていく部分もありまして、代表という事で印をもらう形になっておりますので、補

足しておきます。 

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、４件を議題といたします。事務局より説明願います。 

 

○事務局 



6 

  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。 

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、４

０９㎡。〇〇、田、５１９㎡。〇〇、田、６１８㎡。〇〇、田、６０４㎡。〇〇、田、

９２６㎡。〇〇、田、８５０㎡。〇〇、田、５６７㎡。計７筆。計４，４９３㎡。権利

内容は、使用貸借権設定、５年間。作付作物は、野菜。主な農機具の保有状況は、動噴、

肩掛噴霧器（父親から借用）耕うん機、（購入予定）軽箱バン。労働力は、常時１人、臨

時２人。耕作面積は、４，４９３㎡。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５

０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。また、

この案件は新規就農です。資料１をご覧ください。〇〇、〇〇さん。東温市では新規就

農で、４月９日１０時から〇〇委員さんに同席頂きまして、面接を実施しました。農地

法第３条第１項許可申請に係る要件確認書。農地法第３条第２項該当の有無、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、玉ねぎ、し

ょうが、オリーブ、水菜、小松菜の栽培を計画している。父から栽培方法等の指導を受

ける。動噴、肩掛け噴霧器を所有している。軽箱バン、畝立て機の購入を予定している。

なお、耕うん機は、父から借り受ける。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。繁忙期は、臨時雇用を行う。常時１人（本人）、臨時２人（父、弟）。第５号、下限

面積制限ですが、４，４９３㎡。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ずる恐れがある場合の権利取

得の禁止ですが、農業経験を活かし、父に農業指導をしてもらい、地域の草刈りや水路

掃除等の活動に参加し、農地の耕作、管理を行っていきます。以上です。 

 

○議長（会長） 

只今、事務局から説明を受けましたが、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 

土地所有者の〇〇さんと〇〇さんの関係は、遠い親戚にあたります。〇〇さんのお父

さんは、〇〇で農家をしております。有機農法の青じそ、さくらひめの生産をしており

ます。そのお父さんの元で手伝いをしながら、２年間研修をしております。今後、新規

就農になり、農業後継者の認定を受け、生産に専念したいという希望をもっております。
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以上です。 

 

○議長（会長） 

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。 

 

○委員 〇〇委員 

〇〇さんの耕作面積、４,４９３㎡は、取得見込み面積で、現在は無いので、ここは０

㎡が良いかと思います。毎回、見込みで記入していますが、決裁を得てないので、資料

としてはおかしいかと思います。 

 

○議長（会長） 

わかりました。 

 

○事務局長 

他の市町のやり方も調べてみます。 

 

○議長（会長） 

確かに、新規就農者の耕作面積は０㎡ですから。他にございませんか。 

（   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、２２番。事務局より説明願い

ます。 

 

○事務局 

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、５

２９㎡。〇〇、田、５７８㎡。〇〇、田、１,２５８㎡。〇〇、田、５３１㎡。〇〇、田、

５７９㎡。〇〇、田、６０６㎡。〇〇、田、６３５㎡。〇〇、田、３３６㎡。〇〇、田、

３３６㎡。〇〇、田、４８１㎡。〇〇、田、３４１㎡。計１１筆。計６，２１０㎡。権

利内容は、使用貸借権設定、１０年間。作付作物は、米。主な農機具の保有状況は、ト

ラクター、耕うん機、自走式田植機、コンバイン。労働力は、常時１人。耕作面積は、

６，２１０㎡。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、許可要件の全てを満たしていると考えております。また、〇〇の〇〇

さんにつきましても、新規就農者ですので、資料２をご覧下さい。４月１９日１０時か

ら〇〇委員さんに同席いただき、面接を実施しました。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ください。面接に際しまして、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

で確認結果として、農作業経験が１５年あり、現在、実家である〇〇の〇〇の農地で稲

作を行っています。主要農機具は、トラクター、耕うん機、自走式田植機、コンバイン
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を所有しています。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、信託の引き受けの禁止ですが、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、年間従事日数が１６０日、常時１人で

す。第５号、下限面積制限ですが、取得見込の面積６，２１０㎡で要件を満たしていま

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

入れの禁止にですが、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的かつ総合的な利用の確保に支障

が生ずるおそれがある場合の権利取得の禁止ですが、地元の農家や JA の指導助言を受け、

水路掃除や草刈、鳥獣被害対策等をし、農地の耕作、管理を行っていきます。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件について、地元は〇〇委員さん、確認結果をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  只今、ご説明がありましたように、〇〇さんが〇〇さん所有の田、１１筆、６，２１

０㎡を借りて、稲作をしたいということです。地図１１ページをご覧ください。場所は、

〇〇の手前、１００ｍくらいのところに、対象の田があります。その地図の〇〇の所に、

〇〇さんの名前が出ておりますが、この方が貸付人で、右下に〇〇さんという、家があ

りますが、〇〇さんのおじいさんの名前になっています。〇〇さんというところが、〇

〇さんの生まれ育ったところです。この地区は、〇〇と言うんですが、〇〇で生活世帯

は、この２軒だけです。〇〇さん、〇〇さんは、遠い親戚になっております。〇〇さん

のお父さん、〇〇さん自身、２，７００㎡くらいの田を持って耕作していますが、〇〇

さんが〇〇に出て自営業をやっているんですが、この２，７００㎡につきましては、事

情で、〇〇さんがずっと１５年、作ってきております。〇〇さん自身も稲作のノウハウ

を持っていて、やる気も充分あるように言っていました。この田は、全てコンクリート

で、非常に作りやすいように整備されています。〇〇さんが、耕作しなければ、作る方

はいないので、すぐに荒廃農地になります。イノシシ、サル、鹿が随分多い場所ですが

対策をして稲作を行いたいと言われています。以上、ご審議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。中山間の奥の方ですので、鳥獣害等、大変ですが頑張って欲しいと思い

ます。 

（   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、２３番について事務局より説

明願います。 

 

○事務局 
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２３番 譲渡人 〇〇 〇〇 〇〇さん 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。

土地は、〇〇、畑、９６㎡。権利内容は、所有権移転、遺贈。作付作物は、米、季節野

菜、伊予柑。主な農機具の保有状況は、トラクター、田植え機、耕うん機。労働力は、

常時２人、臨時２人。耕作面積は、５，５６８㎡。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、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。また、〇〇 〇〇さんは東温市では、新

規就農という事で、４月２５日１４時から〇〇委員さんに同席頂きまして、面接を実施

しました。資料３をご覧下さい。農地法第３条第１項許可申請に係る要件確認書。農地

法第３条第２項該当の有無、第１号ですが、確認結果として、２０年程前から、〇〇で

農業を行っており、現在の経営同様に農協指導員や農業改良普及員の指導を受ける。農

機具は、トラクター、田植え機、耕うん機を所有している。第２号ですが、該当しませ

ん。第３号ですが、該当しません。第４号ですが、年間従事日数は１５０日。常時２人

（本人、妻）、臨時２人（娘２人）。第５号ですが、取得見込面積５，５６８㎡、松山市 

所有５，４７２㎡。東温市 申請９６㎡。要件を満たしております。第６号ですが、該

当いたしません。第７号ですが病害虫防除、水利関係や除草など、地域の慣習に従う。

周辺農地に影響が無いよう、耕作、管理を行っていくということです。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件について、地元は〇〇委員さん、確認結果をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

地図１２ページ２３番です。この案件は、新規就農で特殊なケースのようであります。

地目は畑で９６㎡。現況は竹林です。周囲も竹林です。上林は圃場整備をほとんどして

おりますが、こちらは、できない状況であります。本人さんにも聞きましたが、〇〇さ

ん、現在、〇〇にお住まいですが、出身は、〇〇の方です。竹林を管理して、筍を収穫

したいとのことです。よろしくお願い致します。 

 

○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。 

 

○委員 〇〇委員 

周辺農業への影響は、竹林の場合どうでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

現況は圃場整備との境で、道路に接しています。問題はないかと思います。 

 

○議長（会長） 

将来的に農業委員会が、農地として認めるか問題が出てくると思います。これは遺言

とありますが、農地法とどちらが優先するのかわかりません。 
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○委員 〇〇委員 

これは遺贈で、遺言で、この土地を〇〇さんから〇〇さんに譲るという事です。相続

の場合は現地取得で、取得は農業委員会を通さなくても所有権は移ってしまいます。問

題は、〇〇委員さんが言われたように、いずれ竹の根が周辺にはってきて、他の土地に

影響しないかという事です。 

 

○委員 〇〇委員 

その事は、娘さんがおられるので、話しています。周辺も竹林なんです。筍は収穫し

たいというご意向でした。道路を越えて、圃場整備をしている水田に入ってくるような

ことになれば、地元で話し合っていくことになります。 

 

○委員 〇〇委員 

こういう場合、新規就農者となりますかね。〇〇で農業されていて、東温市で９６㎡

竹林ですよね。 

 

○議長（会長） 

行政の違う区割りで、東温市で農地を習得され、松山市とあわせて５０ａとなったと

いう事です。 

 

○委員 〇〇委員 

新規就農者のとらえ方がわかりませんが、始めて東温市で土地を借りるなり、習得す

などしたら、新規となりますかね。 

 

○議長（会長） 

この方法でしたら、東温市では新規となります。明確な何かありましたら、事務局で

お願いします。 

 

○事務局長 

はい、わかりました。 

 

○委員 〇〇委員 

先程の方と少し捉え方が違うのかなと思います。 

 

○議長（会長） 

  確かに、〇〇で新規というのも、我々も不安で。 

 

○委員 〇〇委員 

ついでに、新規就農者で、東温市で農業をやろうという方は、毎年何人ぐらい、いら

っしゃいますか。 
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○議長（会長） 

  結構、出てきていますよ。 

 

○事務局長 

年に一人程度は、青年就農給付金、４５歳未満で５年間、年間１５０万円もらってお

られる方は、今は１２名います。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇にも１人いて、一生懸命、朝から晩まで頑張っているんです。 

 

○議長（会長） 

それではこの件について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、９

８７㎡。〇〇、田、５１３㎡。計２筆。計１,５００㎡。権利内容は、所有権移転、贈与。

作付作物は、栗。主な農機具の保有状況は、噴霧器、草刈り機、農業用自動車、チェン

ソー。労働力は、常時２人。耕作面積は、９，０３０㎡。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。〇〇の〇〇さんにつきましては新規就農

者という事で、４月２６日１０時から〇〇委員さんに同席頂きまして、面接を実施しま

した。資料４をご覧下さい。農地法第３条第１項許可申請に係る要件確認書。農地法第

３条第２項該当の有無、第１号、長年、〇〇で栗栽培を行っており、栽培技術は習得済

みである。栗栽培に必要な農機具は、既に所有している。第２号は、該当しません。第

３号は、該当しません。第４号ですが、年間従事日数は１５０日。常時２人（本人、妻）。

第５号ですが、取得見込面積９，０３０㎡、伊予市 所有７，０９７㎡、東温市 申請

１，５００㎡。要件を満たしております。第６号ですが、該当しません。第７号ですが、

地域の水利調整に参加し、農薬等の使用方法について、地域の防除基準に従い、農地の

耕作、管理を行っていくことになっております。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の報告をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

〇〇さんは、〇〇で、７反の畑で栗を栽培しております。今はお勤めされているとい

う事です。地図は１３ページ、２４番で、神社の前です。南側が竹藪で、段になってい

て、排水をとらなくてはできません。北半分は日当りも良くできると思います。大変で
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すよと話ました。年齢が〇〇でもうすぐ、定年になるので、栗栽培なら出来ると聞きま

した。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、議案第３号 農地法第４条第

１項の許可申請について、事務局より説明願います。 

 

○事務局 

議案第３号 農地法第４条第１項の許可申請について、これは、自己転用で、自分の

農地を転用する場合の許可です。２５番、２６番は〇〇さん夫婦ですので、一括審議さ

せて頂きます。 

２５番 転用者 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㎡。 

２６番 転用者 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、畑、４，５６６㎡。２５番、２６

番共に、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３０年３月９日第８回委員会で、除外意見決定しており

ます。以上です。 

 

○議長（会長） 

この件につきましては、農振除外を決定しております。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 

先程、事務局より説明して頂いたように、３月９日に第８回委員会で農用地から除外

意見決定されておりまして、転用目的は、植林です。以上です。 

 

○議長（会長） 

皆さん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 

この土地は、私のところの山の下の方にありますが、砂防ダムが近いうちにできるよ

うになっています。工事車両等入ってくるようになりますが。 

 

○議長（会長） 



13 

農地法はずれますと、農業委員会は関係なくなります。 

 

○委員 〇〇委員 

議案の決裁と関係ないですが、地目が山林になりますと、市の固定資産税と連携を取

って、情報は税務課に連絡がいきますか。 

 

○事務局 

転用許可で、法務局に登記しましたら、法務局から税務課に登記済み通知でいきます。

農業委員会から定期的に報告しています。 

 

○議長（会長） 

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、事務局より説明願います。 

 

○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。 

  ２７番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、２９６

㎡。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

いて定めた農用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、工事用道路の設置。権利内容、賃貸借権設定。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。 

 

○議長（会長） 

この件については、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 

  昨年度の台風被害で、護岸が抜けまして、地図１５ページを見て頂いたらお分かりに

なるように、県道から河川に降りるための進入路を作りたいということで、申請しまし

た。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。一時転用の案件です。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、２８番について、事務局より
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説明願います。 

 

○事務局 

  ２８番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、２，８

４５㎡の内２１２㎡。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、仮設の露天資材置場。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 

  先般の委員会の時に、これも昨年、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、工事現場は先月審議していただきました。その工事現場に入る所

の道が私道なもので、狭く、そこで離合するなど、駐車場兼露天資材置場として申請さ

せて頂きました。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） 

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、２９番について、事務局より

説明願います。 

 

○事務局 

  ２９番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１６６

㎡。〇〇、田、１６９㎡。計２筆。計３３５㎡。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未満の農地の区域内にある農地から第２種農地として

判断されます。転用目的は、露天駐車場。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。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件について、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 

  讓渡人と譲受人とは、身内関係です。受人の〇〇さんは、娘婿です。重信に家を建て
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たのですが、運送会社に行かれており、トラックなどの駐車場が必要との事です。露天

駐車場として活用したいということです。よろしくお願いします。以上です。 

 

○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。 

（   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、３０番について、事務局より

説明願います。 

 

○事務局 

  ３０番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、２３８

㎡。都市計画は、市街化調整区域。農地区分は、第３種農地。水道管、下水道管、ガス

管の内２種類以上が埋設されている道路の沿道で、容易にこれらの便益を享受でき、か

つおおむね５００メートル以内に二つ以上の教育施設、医療施設、都市公園等の公共公

益的施設がある事から第３種農地と判断されます。転用目的は、貸露天駐車場。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。以上

です。 

 

○議長（会長） 

  この件について、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１７ページをご覧ください。隣の〇〇さん宅が実家であります。そこを売って分

譲宅地にするという事で、この土地も一緒に売るという事です。以上です。 

 

○議長（会長） 

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、３１番について、事務局より

説明願います。 

 

○事務局 

  ３１番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、２，１

０３㎡。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

において定められた農用地区域内にある農地という理由から、農用地区域内農地と判断

されます。転用目的は、露天資材置場、仮設です。権利内容は、使用貸借権設定。備考
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といたしまして、開発許可は、不要。転用許可は、不要。平成２９年６月６日愛媛県指

令中局産振（地５）第７３号許可の変更。昨年９月の大雨災害による工事の工期が延長

され、許可期間の変更申請になります。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件について、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１８ページです、お話にありましたように、３年位、継続しております。順調に

いけば、砂防堰堤が完成しておるかと思いますが、昨年の９月の台風で大きく現場が崩

壊し、土砂が堆積しまして数年かかるかと言われるくらい、大きく傷んでいます。引き

続きこの土地を露天の資材置場に借用したいということで申請しました。工作物もなに

もありません。露天で周辺に被害を及ぼす事はありません。審議の程、よろしくお願い

いたします。 

 

○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。 

（   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、事務局より説明願います。 

 

○事務局 

お手元にお配りしております、資料５の農用地利用集積計画書をご覧下さい。平成３

０年度第２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、６月１日開始分です。申出件

数２２０件。面積６０３，５５５㎡。その内、期間借地６３件。面積２６７，２６７㎡。

貸し手１８８名。借り手９４名。期間は１年から１０年。中でも、３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６種となっております。米１０ａあたりの賃借

料で、今回、現金最高２２，９４１円。最低値４，０００円。現物で、最高７７㎏。最

低２３㎏。地目別では、田６０１，００５㎡。畑２，５５０㎡。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６月１日開始の第２号と比べ申出件数は、８８件増えており、面

積も１７４，０２３㎡増えております。期間借地の申出数は５０件増えておりますが、

面積は１９０，５８０㎡増えております。賃借料は、現金の最高は８，９４１円増加し、

最安は１，２９１円増加しています。現物の最高９㎏減少、最低１３㎏増加となってい

ます。以上です。 
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○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。 

（   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。 

 

 

 


