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第６期 第１２回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成３０年７月９日（月） 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                 （１５件） 

   議案第２号 農地法第３条の許可申請について            （ ２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  （ ２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１２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。〇〇委員さん、〇〇委員さんから欠席の届

けが出ております。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。本日は、推進委

員さんの傍聴はございません。それでは開会にあたりまして、会長からご挨拶を頂きま

す。 

 

○会長 

  皆さん、おはようございます。本日、非常に良い天気になっておりますが、昨日まで

長雨が続きまして、県内でも甚大な被害が出ているようです。亡くなられた方に哀悼の

意と共に、被害にあわれた方に対しましては、お見舞い申しあげたらと思います。東温

市内では、特別大きな被害は聞いていませんが、皆さん帰られたら、農地や地域の点検

をして頂きたいと思います。本日は案件も少ないですが慎重に審議して頂きたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

○事務局長 

  それでは、東温市の災害について、お知らせしたいと思います。昨日の午後５時時点

で、農業用災害が２６件、約４、０００万円位の被害が出ております。農地の崩れが３

か所、水路の壊れが５か所出ております。本日から復旧作業に入っております。以上で

す。 

  それでは、審議に入っていきたいと思います。会長、進行をお願いします。 

 

○議長（会長） 

  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。本日は議案１８件ございます。慎重な

審議をお願いしたらと思います。まず、議案第１号 専決処理事案１５件について議題

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、３２８㎡。

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、３６８㎡。
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〇〇、田、３６８㎡。〇〇、田、３６８㎡。計３筆。計１，１０４㎡。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。 

 

 ３番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、２８５㎡。

〇〇、田、１７８㎡。計２筆。計４６３㎡。都市計画は、市街化区域。転用目的は、資

材置場。使用貸借権設定で一時転用です。 

 

４番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、畑、２１３㎡。

都市計画は、市街化区域。転用目的は、個人住宅。使用貸借権設定です。 

 

 ５番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、２６２㎡。

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、２７㎡。

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、畑、６７㎡。

都市計画は、市街化区域。転用目的は、露天駐車場。所有権移転です。 

 

 

（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。 

 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，

８００㎡。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，

４１５㎡。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、９

８６㎡。〇〇、田、４８９㎡。計２筆。計１，４７５㎡。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、２，

６２４㎡。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。 
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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、１，

４１５㎡。貸付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、９

８６㎡。〇〇、田、４８９㎡。計２筆。計１，４７５㎡。貸付人の都合による解約でご

ざいます。 

 

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、２，

６２４㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

農地法関係 

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

１５㎡。貸付人の都合による解約でございます。 

 

○議長（会長） 

只今、事務局から１５の案件の説明をして頂きましたが、何かご意見ありますか。 

 

○委員 〇〇委員 

６番案件、２７㎡の転用ですが、住宅を建てるにしては、狭いようですが。 

 

○事務局 

住宅の部分の一部を提供する事です。 

 

○委員 〇〇委員 

農地ですか。 

 

○事務局 

志津川土地区画整理事業内農地で、市街化区域になっております。そこを取り入れて、

住宅を拡張したい申請です。 

 

○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、承認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、２件あります。１６番、１７番は譲受人が同一人物で

すので、一括審議を行います。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 
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  議案第２号 農地法第３条の許可申請について。 

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，

０７５㎡。〇〇、田、２，１７４㎡。〇〇、田、１，１２２㎡。計３筆。計４，３７１

㎡。権利内容は、賃借権設定・２０年間。 

１７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

１４㎡。〇〇、田、４８６㎡。計２筆。計１，０００㎡。権利内容は、賃借権設定・１

０年間。作付作物は、キュウリ、ブロッコリー、ミニトマト。 

〇〇さんにつきまして、東温市では新規就農ですので、６月２１日１０時から、〇〇

委員さんにも出席頂きまして、面接を実施しております。資料１をご覧下さい。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、西予市やＪＡえひめ中央新規就農センターで計２年間、研修を受け、野菜の栽培

技術を学んだ。現在、軽トラック、トラクター、管理機を借用しているが、今後、購入

予定である。第２、３号は該当ありません。第４号、農作業に常時従事しない場合の権

利取得の禁止、専業農業で、本人と妻で行います。第５号、下限面積制限、５，３７１

㎡の取得見込みになっています。５，０００㎡を超えていますので、要件を満たしてお

ります。第６号、これには、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

保に支障を生ずるおそれがある場合の権利取得の禁止、地元の農家やＪＡの指導員から

地域の栽培状況や最新技術を習得する。また、水路掃除や草刈り等を行い、農地の耕作、

管理をしていく。農地法第３条第２項該当の許可要件を全て満たしていると考えていま

す。 

 

○議長（会長） 

それでは、地元、〇〇委員さん説明をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

資料１を見てください。〇〇さんは農協の新規就農センターで研修を受けて、農業を

やっていこうという事で、奥さんと二人でしております。作物は、ミニトマトをしたい

ということです。ハウスを建てるまでは、キュウリ、ブロッコリーを栽培するとの事で

す。土地の地図７ページの真ん中に拝志小学校があります。南には、佐古ダムがありま

す。４筆で５反を超えるようになっております。農機具等、まだ、持っていませんが、

地元の農家から借りているとのことです。地元も期待しておりますので、宜しくお願い

致します。 

 

○議長（会長） 

只今、〇〇委員さんから説明がありました。 

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、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。 
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（   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１件を議題としま

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、転用目的への、売買、貸借、

権利移動を同時に行う事です。 

１８番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、２５４

㎡。都市計画は、市街化調整区域。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、分家住宅。権利

内容は、使用貸借権設定。開発許可は必要。転用許可は必要。現在、除外申請を行って

います。以上です。 

 

○議長（会長） 

この件につきましては、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 

地図は、８ページです。この件案は第６回の農業委員会に農振の除外を出していまし

た。全体面積は、１，１１９㎡の２５４㎡で、分家住宅で木造平屋を計画しております。

〇〇さんは〇〇さんの奥さんのお父さんという事で、親族関係になっております。西に

県道、前に市道が通っております。上水道が通っておりますので、宅地に適しておりま

す。宜しくご審議お願い致します。 

 

○議長（会長） 

  皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。何か意見ありますか。 

（   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）への意見についてお願いします。 

 

○農林振興課 〇〇係長 

議案第４号、農地中間管理事業です。機構が借受を行うにあたり、権利取得（農地中

間管理権）を行いますが、その際に市の作成する農用地利用集積計画決定の公告を要す

ることとされております。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。次の土地所有者及び借受希望者より、農地中間管理事業によ

る農地の貸借を行いたいとの申請がありましたので、農用地利用集積計画の決定及び農
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用地配分計画案についての審査をお願いします。 

１番 貸手 〇〇さん。借手 〇〇さん。土地は、〇〇、田、６５３㎡。〇〇、田、

１，９１３㎡。〇〇、田、６０８㎡。〇〇、田、１，７１０㎡。〇〇、田、１，８１８

㎡。利用権の種類、使用貸借。始期は、平成３０年８月１日。終期は、平成４０年７月

３１日。１０年間。場所の地図は次のページにあります。北方の〇〇から、〇〇へ向か

い、曲がった所の北東側の地域の農地です。 

２番 貸手 〇〇さん。借手 〇〇さん。土地は、〇〇、田、６２７㎡。〇〇、田、

８４１㎡。〇〇、田、４９３㎡。〇〇、田、６７８㎡。利用権の種類、使用貸借。始期

は平成３０年８月１日。終期は平成４０年７月３１日。１０年間。場所の地図は次のペ

ージにあります。地図の左下に〇〇、〇〇のある交差点です。そこから北東側にあるの

農地です。 

 

○議長（会長） 

ただいま、説明を受けましたが、何か意見、質問ありませんか。 

 

○委員 〇〇委員 

〇〇さんは、松瀬川で新規就農に入ったように聞いておりましたが、これから北方に

出て来られてされますか。一人で多くの面積できますか。 

 

○会長 

私の担当地区、松瀬川ですが、谷あいで作物の生育状況が十分でなく、北方の日当た

りの良い所で耕作したいみたいです。松瀬川の農地の管理はしてくれています。若い人

は条件の良い所を選んでいくので、松瀬川では、人農地プランの中で、担い手として考

えていましたが、北方の農地を取得するようなると、人農地プランでの位置付けは変わ

ってきます。 

 

○議長（会長） 

他に何かございますか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

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。 

 


