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第６期 第１５回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成３０年１０月９日（火） 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５条第１項の許可申請について          （ ５件） 

  議案第３号 農用地利用集積計画書に係る意見について         （ 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      （ １件） 

 

７. 農業委員会事務局職員（４人） 



2 

８．会議の概要 

○事務局長 

一同、礼。それでは、只今から第１５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。本日も推進委員さんへ傍聴のご案内をしておりますが、本日はいら

っしゃいません。開会にあたり、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。秋の取入れも、終盤を迎えてきましたが、農家として

は、これから、麦、玉ねぎなど、忙しい時期になります。今年は天候が不順でありまし

て、なかなか作業も進まなかったかと思いますが、ここにきて少し落ち着いてきたよう

に感じます。台風災害等に合われた方に際しましては、お見舞いを申し上げます。本日

は案件数が少ないようですが、非常に大きな案件がありますので、慎重に審議して頂き

たいと思います。よろしくお願い致します 

 

○事務局長 

  それでは、会長、審議の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、本日は２３件、審議に入ったらと思います。まず、議案第１

号 専決処理事案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 〇〇さん。土地は、〇〇。地目は、

田。地積は、３３１㎡。都市計画は、市街化区域。転用目的は、個人住宅。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 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。

地目は、田。地積は、２０９㎡。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。地目は、田。

地積は、６０２㎡。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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４番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。地目は、田。

地積は、２９６㎡。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

整理事業内農地で使用貸借権設定を実施します。 

 

５番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。地目は、田。

地積は、２５６㎡。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

を実施します。 

 

６番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。

地目は、田。地積は、２１９㎡。都市計画は、市街化区域。転用目的は、建売住宅。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。地目は、田。

地積は、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。 

 

８番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。地目は、畑。

地積は、１，０７０㎡。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 

９番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇。〇〇 〇〇 〇〇さん。土地は、〇

〇。地目は、田。地積は、２，３８１㎡。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 

１０番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇さん。土地は、

〇〇。地目は、田。地積は、９２４㎡。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，

１９８㎡。〇〇、田、１，５１４㎡。〇〇、田、３４１㎡。計３筆。計３，０５３㎡。

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１１件の案件の説明をしましたが、何かご意見ありま

すか。 

 

○委員 〇〇委員 

農業経営基盤強化促進法関係の９番、１０番、１１番ですが、貸付人の都合によりと
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あるのは、具体的な理由は個々にあると思いますが、他の人に貸すようになったとか、

自分で耕作する等、コメントを入れて頂くと、流れが農業委員に分かるので、良いかと

思います。 

 

○事務局 

それぞれ理由はあります。９番は、貸主が自ら耕作する為、１０番は、身体上の都合、

１１番は、転用の為。 

 

○事務局長 

簡単に、それぞれの理由を書いておいた方が、次の展開が分かりやすいという事です

ね。 

 

○委員 〇〇委員 

そうです。農業委員も流れが分かりやすいのでコメントして頂いたら、有難いです。 

 

○議長（会長） 

農業委員さんが、土地を本人さんが耕作するのか、他の人に貸すのか、農地パトロー

ルする時など、分かっていたらしやすいですね。コメントを入れて下さい。 

 

○事務局長 

了解しました。 

 

○委員 〇〇委員 

３番の渡人が〇〇さんになっていますが、間違いないですか。 

 

○事務局 

５条の届出につきましては、登記簿の謄本を付けて頂きます。その謄本の権利部の所

で所有権につきましては、〇〇さんが所有しているとなっております。 

 

○委員 〇〇委員 

了解しました。 

 

○議長（会長） 

他にございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、１号議案については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５条第１項の許可申請について、議題といたします。事務局から説明をお願いし

ます。 
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○事務局 

  議案第２号 農地法第５条第１項の許可申請について 

１２番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。地目は、田。

地積は、３２１㎡。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、農家住宅。権

利内容は、所有権移転。開発許可は、不要。転用許可は、必要です。以上です。 

 

○議長（会長） 

事務局から説明がありましたが、まず地元は、〇〇委員さん説明をお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

地図の７ページをご参照ください。田窪地区の〇〇があります、〇〇の北側の道を下

ったところです、〇〇側の斜線の所です。地図のこの斜線の上の広い土地が宅地です。

〇〇の〇〇さんは、元、田窪の方でして、お父さんとお母さんがこの、〇〇に住んでお

られましたが、昨日、見に行きましたら、家を壊して、さら地になっていました。宅地

は不動産が入って、２軒３軒の宅地にするようです。その南側の斜線の所を〇〇さんが

買って、家を建てるという事です。〇〇さんのお母さんと〇〇さんが親戚なので、〇〇

さんが親族に土地を売りたいとの事で、〇〇さんが買う事になりました。〇〇さんも家

を建てて、結婚したいとの事です。〇〇さんの実家は田窪で同居しており、お父さんは

田を耕作しています。地元で、家を構えさせたいとの思いがあるようです。ここは下水

道も通っております。宅地も売り、この田も売りたいとの事で承認しました。以上です。 

 

○議長（会長） 

只今、〇〇委員さんから説明がありました。 

この件について、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   ） 

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、事務局より説明願いま

す。 

 

○事務局 

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

地目は、田。地積は、１，４１２㎡。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、露天資材置場（仮設）。権利内容は、使
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用貸借権設定。開発許可は、不要。転用許可は、必要。平成３０年５月１１日付け愛媛

県指令中局産振（地５）第〇〇号許可の変更であります。愛媛県発注の工事が今年７月

の西日本豪雨により、工期延長となりまして、一時転用期間の変更を行うものです。以

上です。 

 

○議長（会長） 

この件につきまして、地元、〇〇委員さんが休まれていますので、事務局から説明を

お願いします。 

 

○事務局 

８ページをご覧下さい。場所は、〇〇の〇〇の下になります。これにつきましては、

昨年の台風災害により、ここを一時転用して、復旧作業をしておりましたが、今年７月

の西日本豪雨により、県の工事が、延長されたもので、緊急性、必要性が認められると

思います。一時転用の許可という事で転用はやむを得ないと考えております。以上です。 

 

○議長（会長） 

この件について、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 

権利内容が使用貸借権設定になっていますが、個人が〇〇に貸すのに無料で貸してい

るという事ですか。賃貸借にするのでは。 

 

○事務局 

  個人と企業でも、賃貸借と使用貸借にされています。今回につきましては、使用貸借

です。 

 

○委員 〇〇委員 

  貸付期間は定めていますか。 

 

○事務局 

  貸付期間は９月３０日でしたが、転用期間の延長です。 

 

○委員 〇〇委員 

  農業委員会事務局は、使用貸借契約書は見ますか。 

 

○事務局 

  はい、見ます。 

 

○委員 〇〇委員 



7 

  普通、いくらかでも貰うのかなと思うのですが、使用貸借ですね。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇でやった場合、無料やっていました。公共下水で工事を行った時も無料でやって

ました。 

 

○事務局 

  書類では、使用貸借という契約書になっています。 

 

○議長（会長） 

  他には、ございませんか。 

（   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、１４番、事務局より説明願いま

す。 

 

○事務局 

  １４番 渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。地目は、

田。地積は、３７９㎡。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、農家住宅。権利内容は、使用貸借権設定。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をしています。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件について、地元、〇〇委員さん。除外意見決定後、変わったことはありますか。 

 

○委員 〇〇委員 

  特に変わったことはありません。３月に農用地からの除外ということで、承認を頂い

て、今回は、お父さんから息子さんへ使用貸借の設定という内容になっております。９

ページの地図を見ていて頂いたら、〇〇から〇〇への上がる道沿い、現在のお住まいの

隣に農家住宅を建てるということですので、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。 

この件について、３月の委員会で承認を決定しており、それ以後、変わっておりませ

ん。何か質問はございますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

内容でしたら、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   ） 
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全員挙手という事で、承認いたします。続きまして、１５番の件について説明願いし

ます。 

 

○事務局 

１５番 渡人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１，３５７㎡。〇〇、田、１，

７１５㎡。〇〇、田、３８６㎡。〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、５６５㎡。〇〇、

田、６５８㎡。〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、７８８㎡。〇〇、田、９６４㎡。

〇〇、田、４６㎡。〇〇、田、５４７㎡。〇〇、田、１４㎡。〇〇、田、３９９㎡。〇

〇、田、１２８㎡。〇〇、田、７６８㎡。〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１、０

１６㎡。〇〇、田、５６３㎡。〇〇、田、７６１㎡。〇〇 〇〇さん、土地は、〇〇、

田、３３８㎡。〇〇 〇〇さん（持分３分の１）、〇〇 〇〇 〇〇さん（持分３分の１）、

〇〇 〇〇さん、（持分３分１）、土地は、〇〇、田、１，５２２㎡。受人 〇〇、〇〇 

〇〇 〇〇 〇〇さん（運送業）。計１８筆。計１２，５３５㎡。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、事務所・倉庫（トラックターミナル）。権利

内容は、所有権移転。開発許可は、必要。転用許可は、必要。以上です。 

 

○議長（会長） 

この件につきまして、転用面積が１２，５３５㎡、転用許可、開発許可が必要、開発

許可は市長の承認が要ります。ここの委員会で承認されますと、県の常設審議委員会に

挙げられ、他の市の農業委員会の会長さんにこの内容の審議を受けます。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 

地図１０ページを見てください。地権者、関係者が多いです、関係土地の真ん中ほど

に〇〇さんの住宅があります。この土地も開発予定地になっております。〇〇さんはご

主人が亡くなりまして、〇〇さんに土地を貸しておられます。〇〇さんもこの８月にご

主人を亡くされました。土地の耕作はされていませんが、草は、息子さんが刈りに来ら

れています。〇〇さんは、自宅周辺の自分の土地と、農業をされていない〇〇さんの土

地など利用権設定して、耕作しております。〇〇さんは現在も米と花をされております。

〇〇さんのご主人は亡くなられ、〇〇さんと、娘さんの〇〇さん、息子さんの〇〇さん

に相続され、土地は認定農業者の〇〇さんが借りられて、有機農法で野菜をしておりま

す。全体には、水路も含まれています。この件につきましては、水利組合しかなく、組

合長、地区の代表として、組長、関係者、市の担当者の話はつけております。一年前か

らこの話がありまして、地域の説明会も何回もしております。事務所、倉庫、トラック

ターミナルが建ちますと、周辺の方々に迷惑が掛けますので、皆さんに同意は頂いてお

ります。先ほど言いました〇〇さんの宅地は、開発予定地ですので、建物の移転を〇〇

さんの西側にする予定だそうです。農地とは関係ないですが、お知らせしておきます。

受人の〇〇さんは、地図１０ページの東側へ５km、１１ページの〇〇の横の下池の横側

に事務所があります。運送業をしております。ターミナルが狭くなり、移転先を地元で
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探していた所、ここの話が出ました。開封、仕訳、梱包などの作業場や、倉庫を増設し

て、現在の倉庫等を売却し、新設するように考えているそうです。地元の方を雇用して、

海外進出した場合も地元優先にしていきたいとの事です。どうぞ審議の程宜しくお願い

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。何か質問、ご意見ありませんか。 

 

○委員 〇〇委員 

この地図を見ていただいたら、〇〇と〇〇が近所にあります。今は静かで良い所です

が、運送業者さんが来て、２４時間営業になります。〇〇さんと〇〇さんの施設長の承

諾は取られていますか。 

 

○委員 〇〇委員 

そこまでは取っていません。地元の説明会の中でも、まずは、騒音、災害、日照いろ

んなことが地元の説明会で出ました。トラックを運送するにあたって、あまり影響はな

いと私は聞いております。 

 

○委員 〇〇委員 

両方が山なので、かなり音が反響すると思います。私は以前運送業界におり、夜、仕

分けをし、冷凍車を夜中中回すと、苦情が出て山之内に移転したという経緯があります。

修理工場は、排水も出ます。排水の規定はあるのですが、洗車場については、規定があ

りませんでした。車を洗って中に入れる状態で、汚泥とか油分を含んだ汚泥が、かなり

出ます。それについてもお話し出たでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

その話しも地元住民から出ました。地元からは、非常に厳しい声も出たと聞いており

ます。〇〇さん側からは、それは大丈夫です。２４時間しないし、トラックは中では夜

は動かないと聞いています。すべてクリアしますということです。 

 

○委員 〇〇委員 

私は、運送屋にいたとき、夜中２時、３時出ることがあったのですが、その時に 30 分

から１時間前にエンジンをかけないと冬場は寒くて乗れない。自分の自動車の中で待っ

ているとか、そういうことも実際ありましたので、そこまで運送屋さんを鵜呑みにして

良いものかと。 

 

○委員 〇〇委員 

私も詳しいことは分かりませんが、工場内と周辺にはフェンスを設けるとか、措置を

するとは聞いております。 
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○委員 〇〇委員 

〇〇と〇〇の施設長にお話ししておいた方が、良いと思います。県に話しを持ってい

ってもこの話が出てくると思います。出てきた時には、対処の方法がなく、農業委員会

で許可が下りたから作ったと言い切られると立場もなく、今回は保留にして、次の会で

あげたらどうかと思うのですが。 

 

○事務局 

農地転用の場合、隣地の同意は不必要です。これは、農地法施行時から、論争になっ

ているところです。隣地の同意がないことによって、不許可にするということで、最高

裁まで争われたことがございます。結論から申しますと、隣地の同意は不必要です。た

だ、〇〇委員さんが言われたとおり後でトラブルになったら、先ほど言われた通り使え

ない、移転しなければならなくなるということになれば、せっかく転用して利用すると

いう事業計画自体が完遂出来なくなることになりますので、隣地の同意を取れたという

ことは、当然、事業者さんも心配されたと。先程言われた通り、〇〇さん、〇〇さんに

も一言こういう風な計画があるのでというお話は、必要というか、指導としてお話をし

ておいてくださいということは可能であると思います。それと、油分と汚泥については、

面積が大きく、都市計画区域外でありますが、開発許可が必要になります。その際に、

油分等の地区への流出がないように浄化槽の設置とか排水系統は必ず、開発許可の時に

判断されますので、そこらあたりは、法律上問題ないように指導を受けると思います。

それと、運送屋さんの場合、他の運送屋さんの時にもあったんですが、あとで使いなが

ら苦情が出て、例えば、フェンスをするとか、高い目隠しをするとかいうことは、あと

で可能性はゼロではないのですが、そこらへんも、例えば意見の中で、地元の環境保全

を十分に、留意をすることというような意見をつけておけば、委員会としての対応は出

来るかなと考えますので、頂いたご意見を委員会の意見の中に盛り込むという形が、事

業者さんに対する一つの歯止めになろうかと思います。以上です。 

 

○委員 〇〇委員 

ここは水利組合があるのですか。 

 

○委員 〇〇委員 

水利組合はあります。 

 

○委員 〇〇委員 

水利組合としては、内諾は得たと。 

 

○委員 〇〇委員 

水利組合長として立ち合いは何回もしています。いわゆる開発予定地の中に水路、道

もあります。用途廃止の関係があるので、東温市の担当者にも来て頂いて、審議をした

と聞いております。私はそこらあたり立ち会っていないものですから。 
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○委員 〇〇委員 

先程、〇〇委員さんが言われたように、これは、上流の水系にあるので、ここに２０

０台、３００台のトラックが入って洗車して、修理して、いろいろな作業場を造るとい

う事になると、結構、水の問題というのは、この地域の水利組合の問題には、とどまら

ないような気がします。 

 

○委員 〇〇委員 

まず、改良区がないから、この地区の流れ出た水は全部、重信川、表川に当然流れま

す。そうなると改良区が必要になるかどうか、分かりませんが、先程言ったように、理

事長から、全部、処理は会社の方でやりますと聞いておりますので、信用するしかない

です。 

 

○委員 〇〇委員 

注意したいのは、修理工場は、ガソリンスタンドと同じですから、出た油系統につい

ては、完全浄化するというのは法律で決まっているし、罰則もあります。ただ駐車場で

洗車するだけでしたら、別に法律上の大きな制限というのはないと思います。しかし、

何百台も止まって洗えば、石鹸だけでも半端ではないので、どんどん流れてくると、下

の水系の水利組合から、処理が出来てないじゃないかという話が出る可能性はあると思

います。 

 

○委員 〇〇委員 

ここを流れる水は表川にすぐに出ます。見て頂いたら分かるように、直接、表川に出

てから、重信川の支流として流れます。直接受ける水田とか農地はございません。 

 

○委員 〇〇委員 

この地域としてはないです。でも、下の水系は気になりますね。 

 

○委員 〇〇委員 

ここから下というのは、ここらも含めて全部改良区の問題になりますからね。 

 

○議長（会長） 

他にございませんでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

先程、言われた水は、すべて見奈良が取っています。当然、南方も、吉久も、田窪も

取っています。下流でしたら全部取っています。見奈良にも〇〇さんがありました。ち

ゃんと浄化してやりますという事でしたが、浄化槽が機能してなくて、要望しても全然

改善してくれません。その時も、見奈良の水路に落とすことは、まかりならないという

ことで、重信川へ流してました。結果的に全部田窪で受けて、田窪から苦情が出て、そ

の時は、ユンボを持ってきて綺麗に掃除しますが、すぐにまた溜まるものですから、１
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か月もしたら、また、垂れ流しになります。そんなことの繰り返しです。２年前にも、

吉久の〇〇という〇〇さんで、汚水を流していて、瓶にとって、県の環境局で調べても

らったら、薬剤が出てて、やっと対策して頂きました。企業がやりだすと、対策しても

らえないというのが、実情です。油が流れたりすると、この会社がきちんと対応して頂

けなければ、下流のほうはなかなか心配な要素はありますね。 

 

○委員 〇〇委員 

〇〇さんは、最大限９０台の関係する車がありますと聞いております。 

 

○委員 〇〇委員 

しょっちゅう洗車もしますね。 

 

○委員 〇〇委員 

この地域の中からの水というのは、直接はないですが、下からの苦情は入りますね。 

 

○委員 〇〇委員 

南方なんかはもろでしょう。受け取るから。 

 

○委員 〇〇委員 

最初に受ける水系で一の堰で〇〇、二の堰が〇〇にある所。あとは順次下向いて。 

 

○委員 〇〇委員 

あと下で飲料水の取水口が２か所。 

 

○委員 〇〇委員 

ありますね。 

 

○委員 〇〇委員 

あります。こちら側と、〇〇の所と。〇〇の所。 

 

○委員 〇〇委員 

敷地図は分かるとしても、建物の配置図とか、排水がどのようにいくとか、そういう

図面は見せてもらっていますか。 

 

○委員 〇〇委員 

一応ですね。私が聞いている範囲では、工事をしながら改善をしていくという事です。

例えば水路を用途廃止した後は、買い上げ時点で、深くするとか広くするとか、その都

度工事をしながら、改善をしていくと聞いてます。 

 

○委員 〇〇委員 
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南方の改良区の関係で、念書か何か入れて頂かないと、何にもしてもらえなくなって

しまうと困ります。 

 

○委員 〇〇委員 

その通りです。 

 

○委員 〇〇委員 

このように、１ヘクタール位の用地を開発すると、大雨が降った時に、油も泥も、な

にもかも一緒に流れてしまい、気を付けないと。 

 

○議長（会長） 

都市計画の審議会の資料を見てみますと、中に県有地があります。県有地と〇〇さん

の住宅は立ち退きするとの事です。〇〇さんの移転先を聞けば、農地です。転用先が農

地であれば、そこが転用出来ないとこれ全体の開発そのものが出来ない。農地を転用し

たが開発が出来ないとなると問題になるので、そのあたりどうですか。 

 

○委員 〇〇委員 

図面の真ん中どころの〇〇さんの建物の裏側にちょっと引っ込んだ三角になるところ

があります。そこが県有地です。これは、雑種地と聞いております。〇〇が井戸を作る

ために、購入しました。中には井戸があります。今回、県との話はできていると聞いて

おります。〇〇さんの持ち物である〇〇と書いている横の三角の白い斜線のついていな

いところを〇〇さんに売却する話が出来ていると聞いてます。当然転用が関連して出て

くると思います。 

 

○事務局 

先程の県有地の関係ですが、これにつきましては、県の林業政策課から、９月 13 日に

事業用地の提供には問題ない書面は頂いてます。県の方も資産を売却していきたいとい

う意向はあるみたいです。 

 

○事務局長 

県の林業政策課長名で農業委員会会長宛に、この案件に対して、井戸跡に対しては、

承諾しますという公文書が出ております。県有地については問題ないです。 

 

○議長（会長） 

〇〇さんの件も今回、一緒に上がってくると、ここで判断しなければならなくなって

しまいますが、皆さんのご判断をお伺いしたらと思います。 

 

○委員 〇〇委員 

〇〇さんの宅地として転用することだから一緒に案件として上げて、皆で審議して頂

いた方が、良いのかと思います。 
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○議長（会長） 

それと、転用の確実性ということで、疑われたら、県の常設審議委員会から、もう一

度こちらで審議するようになります。ですから、慎重に審議は進めておきたいと思いま

す。 

 

○事務局長 

〇〇さんの移転先が〇〇の地番になるのですが、図面には出てないですけれども、一

般的な判断として、そこは転用できるかというようなところです。相談を今、受けてお

りますので、〇〇の方から。 

 

○事務局 

ここの転用絡みで、先程、〇〇委員が言われましたように、〇〇さんがここの土地を

処分するにあたって、代替地としてこの土地を購入して転用したいというご相談は頂い

ております。確実になるかは分からないですが、この土地を転用して購入したいという

相談は受けました。 

 

○事務局長 

一般論として転用は。 

 

○事務局 

２種農地ですので、転用も可能です。 

 

○委員 〇〇委員 

今は話の段階だけですね。 

 

○事務局長 

そこにいくとも決定はしていない。 

 

○委員 〇〇委員 

よその土地が良いと、判断が変わるかもしれないし。 

 

○議長（会長） 

既存の住宅を取得するということであれば、早いのですが、農業委員会にそこは関わ

ってくるところなので。 

 

○委員 〇〇委員 

図面でも見ないと分からないですね。農地の関係であったら、これで、良いかも分か

りませんが、後々、法律に基づかないものなど考慮していかないといけないと思います。 

 



15 

○委員 〇〇委員 

現在は、ここに建てるようです。 

 

○委員 〇〇委員 

トラックの出入りは、国道からになるのでしょう。 

 

○委員 〇〇委員 

進入路は、国道１１号線から入るようになっております。 

 

○事務局 

土地利用計画図が出てきています。予定地の真ん中に、倉庫兼事務所が建ちます。周

辺は、トラック置場になっております。 

 

○委員 〇〇委員 

〇〇さんは、うちの管轄で１０年位行っております。地元に迷惑を掛けたら仕事にな

らないという事で、地元の行事等参加したりして頑張っており、人気があります。今は

５，０００㎡の土地位だと思います。他に〇〇など１０社位の工業団地もありますが、

住民から苦情があった事はありません。土地が狭くなり移転をしたいのだと思います。

〇〇さんが行っている限りは、約束事は、大丈夫だと思います。審議をお願します。 

 

○議長（会長） 

〇〇さんの移転同時進行で進めていく意見と、今回はこの案件で進めていく意見とが

あります。保留もかまいませんが、できれば、どちらかに挙手をお願いします。 

〇〇さんの移転同時進行で進めていく意見に賛同の方１１名、今回はこの案件で進め

ていく意見に賛同の方１名、保留の方４名。農業委員会としましては、〇〇さんの移転

同時進行で進めていく意見で進めていきます。本人の意思が大切なので確認して頂き次

の委員会の案件にして頂いたらと思いますのよろしくお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

改良区の話など、どの様にしたら良いでしょうか。 

 

○事務局長 

皆さんの懸念される事項、意向と決定をふまえて、事務局から相手方に説明して話の

整理をしたいと思います。 

 

○議長（会長） 

委員会としては、農地について、整理したわけで、水、農道、改良区の方で、意見が

あると思いますので、参考にさせて頂きます。次の案件、１６番お願いします。 

 

○事務局 
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１６番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇さん（貨物運送業）。

土地は、〇〇。地目は、田。地積は、８８８㎡。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、露天駐車場。権利内容は、所有権移転。開発許可は、不要。

転用許可は、必要。以上です。 

 

○議長（会長） 

この議案につきましては、地元、〇〇委員さん。 

 

○委員 〇〇委員 

代理人の行政書士の方と一緒に現場へ行き、お話しをしました。１１ページをご覧く

ださい。地図の〇〇は、現在〇〇さんになっております。この土地所有の〇〇さんのお

父さんが昨年亡くなりまして、〇〇さんは農業をしておりません。お母さんも病気で草

も刈れません。そこで〇〇さんの駐車場が狭くなり、露天駐車場として土地を頂きたい

という事です。審議の程よろしくお願いいたします。 

 

○議長（会長） 

只今、〇〇委員さんから報告して頂きました。何かご質問、ご意見ありませんでしょ

うか。 

 

○委員 〇〇委員 

工業団地の運送関係のような所が点在していますが、重信町の工業団地のように一括

して造成していったら問題も出にくいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○事務局長 

田窪の〇〇で、工業団地の造成という事で、話が進み始めました。市としましては集

約しながら、雇用もありますし、企業に誘致するなど、一度に工業団地の事業化をする

のは難しいと思います。 

 

○議長（会長） 

則之内、奥松瀬川地区は都市計画区域外です。企業がやりやすいなどあります。 

 

○委員 〇〇委員 

貸してしまえば、利用されず、そのままになってしまっている所もあります。工業団

地の事業化等、市が管理しておれば良いですが、中山間の農地も保全していくところが

大事になろうかと思います。会社が出来て雇用が生まれることは、ありがたいことです

が、会社は倒産するという事も考慮していかなくてはいけないかと思います。 

 

○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。 
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（   全員挙手   ） 

全員挙手という事で、承認いたします。議案第３号、農用地利用集積計画書に係る意

見について 

 

○事務局 

お手元にお配りしております資料１の「農用地利用集積計画書」をご覧ください。平

成３０年度、第３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、ご説明いたします。１枚、おめくり下さい。 

今回は、１１月１日開始分です。申し出件数は７０件、面積は１４５，２８７㎡。そ

の内、期間借地は１３件、面積は３１，９８８㎡となっています。貸し手は６６名、借

り手は５１名です。期間は、１年から１０年となっています。中でも５年契約が多いよ

うです。作物別設定面積で米以外７種となっております。米１０ａあたりの賃借料です

が、現金では最高１２，６７１円、最低６，０００円です。現物では、最高６４㎏、最

低３０㎏となっております。地目別は、田 １４５，２８７㎡、畑 ０㎡です。詳細に

つきまして、次のページから期間別、地目別の面積等が記載されておりますのでご覧下

さい。 

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的な構想に適合していると考えます。 

なお、前年度の申出件数は４４件で今年度と比較すると２６件増えており、面積は前

年度が１０２，７２５㎡で４２，５６２㎡増えております。期間借地についても同様に、

前年度の申出件数は７件で６件増えており、面積は前年度が１３，１４８㎡で１８，８

４０㎡減っております。賃借料についてですが、前年度の現金支払いが１件で１，０８

７円でしたので、比較が出来ませんでした。現物での支払いは、前年度の最高値が７０

㎏でしたので６㎏減少し、最低値が１３㎏でしたので１７㎏増加していました。以上で

す。 

 

○議長（会長） 

只今、農用地利用集積計画書に係る意見について説明して頂きましたが、何か、ご質

問、ご意見ありませんか。 

（   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 

今回、農地中間管理事業の申込がありました。土地所有者から、農地中間管理機構に

貸付をし、そこから、借受者に貸付をする仕組みがありまして、条件等があえば、県か

ら協力金が出ます。機構が借受を行うにあたり、権利取得（農地中間管理機構）を行い
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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（写）を要すること

とされています。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。次の土地所有者及び借受希望者より、農地中間管理事業

で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、貸手が〇〇さん、借手

が〇〇さん、土地は〇〇、田、５８９㎡。平成３０年１１月１日から１０年間の使用貸

借の申し出となっております。次のページの地図をご覧ください。上が〇〇の〇〇、下

に向かって〇〇です。その間の〇〇の集落の中にあります。２番、貸手が〇〇さん、借

り手が〇〇さん、土地は〇〇、田、２，１９０㎡、〇〇、田、７５８㎡、〇〇、田、１，

２４５㎡、〇〇、田、１，３６５㎡、使用貸借、平成３０年１１月１日から１０年間で

す。次のページの地図をご覧ください。右上が〇〇です。〇〇の南側３筆と、〇〇から

南へ下った中ほどにあります区画整備された１筆、計４筆です。３番、貸手が〇〇さん、

借手が〇〇さん、土地は〇〇、田、２，７５０㎡、使用貸借、平成３０年１１月１日か

ら１０年間です。次のページの地図をご覧ください。先程の土地の近くの区画整備され

た土地になっております。４番、貸手が〇〇さん、借手が〇〇さん、土地は〇〇、田、

７０６㎡、使用貸借、平成３０年１１月１日から１０年間です。次のページの地図をご

覧ください。先程と同じ地図で、〇〇から南へ下った斜線の土地です。５番、貸手が〇

〇さん、借手が〇〇さん、土地は〇〇、田、１，１５４㎡、使用貸借、平成３０年１１

月１日から１０年間です。次のページの地図をご覧ください。〇〇と〇〇の交差してい

る所の〇〇です。６番、貸手が〇〇さん、借手が〇〇さん、土地は〇〇、田、１，３９

０㎡、〇〇、田、１，７８０㎡、使用貸借、平成３０年１１月１日から１０年間、次の

ページの地図をご覧ください。〇〇から北東の方面で、〇〇という集落があります。〇

〇の北側です。以上です。 

 

○議長（会長） 

只今、説明して頂きましたが、何か、ご質問、ご意見ありませんか。 

 

○委員 〇〇委員 

東温市の農地中間管理機構は、愛媛県から協力金が出るのでしょうか。 

 

○農林振興課 〇〇係長 

昨年度に１名で、８反位で２７万円の協力金を頂いております。 

 

○委員 〇〇委員 

今回の６件について協力金は出ますか。 

 

○〇〇係長 

今回は、借り換えの方と継続の方でしたので、協力金の対象にはなりませんでした。

タイミングとしましては、農業をリタイアする時に、ほぼ所有している土地を担い手に
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貸す時に出ます。 

 

○委員 〇〇委員 

今回は全て使用貸借でしたが、賃貸借でも出来るんですか。 

 

○農林振興課 〇〇係長 

現金の賃貸借でしたら出来ます。物納、お米では出来ません。 

 

○委員 〇〇委員 

今回、申請された方々は、メリットがあるから申請されたと思いますが。 

 

○農林振興課 〇〇係長 

１番から５番の案件は、県の事業で受け手の方が認定農業者であれば、認定農業者経

営発展支援事業があります。この事業は、農用地中間管理機構の利用者が優先採択され

る制度がありまして、これにしておきたい要望で、申請がありました。 

 

○委員 〇〇委員 

借手の〇〇さん、〇〇さんから申し出に、貸手の方々の同意があり、申請になった訳

ですね。 

 

○農林振興課 〇〇係長 

今回、協力金は出ませんが、借手の方の事業へ対しての優先採択のメリットで申請が

ありました。 

 

○議長（会長） 

他にございませんか。中間管理事業は優先されています。先程、審議して頂いた農業

経営基盤強化促進法もありますが、中間管理機構を通しておきますと、土地改良１００

分の１００の全額国庫負担を受けられるとかあります。中間管理事業の方が、メリット

があろうかと思います。他にございませんか。 

（   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、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）」への意見について承認いたします。 

 

以上で、本日の議案は全て終了しました。 

 


