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第６期 第１６回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成３０年１１月９日（火） 午前９時３０分～ 

 

２．開催場所 東温市役所 ４階 ４０５会議室 

 

３．出席委員（１６人） 

 

４．欠席委員（３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                  （ ３件） 

  議案第２号 農地法第５条第１項の許可申請について          （ ３件） 

  議案第３号 農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積について   （ １件） 

  議案第４号 農地利用最適化推進委員の決定について          （ 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 

一同、礼。それでは、只今から第１６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１６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。本日は、農地利用最適化推進委員の選出もあります。適切なる決定と

委嘱式をお願いいたします。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。本日は、久々のお湿り程度の雨ですが、一息ついた朝

となっております。農業委員会も半ばをむかえまして、色々な仕事が増えてきています。

今回の農地法の改正で、今までの農地の定義にそぐわないコンクリート張りが出来るよ

うになり、これに農業委員会の確認が必要となりました。もう１点の大きな改正では、

共有農地で権利者の行き先が不明の場合があって、基盤強化法の実績に上がってこない

という事で、その探索を農業委員会出来るようになります。市長の要請があった中で農

業委員会が動いていくというようなものも出来てきております。次の改正には、おそら

く「人・農地プラン」作成の参画に農業委員、最適化推進委員が加わらないといけない

位置付けもされております。皆さんの役割が非常に重要になってきます。本日は少ない

案件数ですが、重要な案件もありますので、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） 

  本日の欠席委員さんは〇〇の〇〇委員さん、〇〇番の〇〇委員さん、〇〇番の〇〇委

員さんです。 

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。 

  議案審議、本日は８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１８条第６項の規定による合意解約通知の受理 

農地法関係 

１番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。地目は、

畑。地積は、２０９㎡。借受人の都合により、貸借している宅地を返すので、農地も一

緒に返す理由の解約でございます。 
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（２）農地使用貸借権解約届の受理 

農地法関係 

２番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇。地目は、

畑。地積は、１１７㎡。貸付人の都合により、所有者が耕作する為の解約でございます。 

 

３番 貸付人 〇〇 〇〇さん。借受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、畑、５０

１㎡。〇〇、畑、５１５㎡。〇〇、田、３１３㎡。〇〇、田、３７㎡。〇〇、田、１，

６８０㎡。計５筆。計３，０４６㎡。借受人の都合により、高齢の為、耕作ができない

為の解約でございます。以上です。 

 

○議長（会長） 

只今、事務局から専決処理事案３件の案件の説明をしましたが、何かご意見あります

か。 

（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。これは、前回の保留された

案件です。４番、５番は関連がありますので、あわせて事務局から説明をお願いします。 

 

○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 

４番 渡人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、１，３５７㎡。〇〇、田、１，７

１５㎡。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。 

続いて、５番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、

４９９㎡。都市計画は、都市計画区域以外。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、専用住

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。 

５ページの地図資料５番を付けております。資料５がトラックターミナルを建設する
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予定の土地計画利用図です。１０月９日に開催しました委員会で懸念された事項で、審

議を持ち越すことになっておりますので、説明させて頂きます。委員会で指摘のありま

した事項につきましては、１０月３１日に東温市役所におきまして、担当行政書士及び、

設計会社担当者に、聞き取りを行っております。トラックターミナルの位置関係を説明

します。北側に〇〇があります。東が出入口となっております。西側に排水路があり、

〇〇の西になります。〇〇の下の暗渠を潜り、表川に排水されます。出入口の下に洗車

場があります。その横に油水分離槽があります。真ん中にトラックターミナルの倉庫及

び作業所が建設される予定となっております。浄化槽は、建物の横に合併処理槽として

作られています。その他、駐車場を配置しております。５番で審議しました、土地の場

所は、西側の〇〇で、〇〇さんの専用住宅となります。前回委員会で質疑のあった内容

について、説明させて頂きます。雨水対策の路面排水ですが、県で１時間６０ミリと決

めていまして、計算値に余裕があるという事で、雨水対策は対応できているという事で

す。悪水対策については、修理工場を設置しません。洗車場で洗剤を使う件につきまし

ては、水処理だけで洗剤は使いませんとの事です。洗車場の真ん中に、集水枡がありま

す。そこで、泥と水を分離しまして、排水しますとの事です。浄化槽につきましては、

合併処理槽を設置する。洗車場の排水は高圧洗浄のみで雨水と共に排水する。追加で、

油水分離槽を設置するとなっています。住宅移転につきましては、案件５で出ておりま

す。売買契約書も出ております。〇〇の騒音対策は、事前に報告をしているという事で

す。以上です。 

 

○議長（会長） 

只今、事務局から説明がありました。この件につきまして、地元、〇〇委員さん、お

願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

先般、説明した通りです。地元の水利組合と〇〇の関係で、油類を流さない、色々な

対応、対策をしっかりしていただくと合意書を作成しておりました。申請５番で、開発

予定地の関係で、〇〇さんが〇〇さんの土地を購入する件は前回にお話しした通りです。 

 

○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 

  私は、障害者関係のお世話をさせていただいております。〇〇の方から明かりと騒音

について質問をもらったのですが、いかがでしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

〇〇まで、接点を持っていなかったです。事務局からの説明で、報告はしているとい

う事なので騒音等の確認はしたようです。 
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○委員 〇〇委員 

〇〇は上の方にあるので、かなりの時間、ここで車が動くと思いますので、音が上に

響いてくるのではないかと心配しております。 

 

○事務局 

その件につきましては、先日の聞き取りで、〇〇の方には、説明を事前にしており、

計画のことは承知しておりますとの事でした。今後の対応はされていくと思います。 

 

○議長（会長） 

他にございませんでしょうか。委員会では前回も検討しており、被害防止と計画履行

性という事で農地について判断することになるんですが、〇〇さんの計画と、〇〇さん

の移転先について、今回案件で出てきております。委員会で懸念していた事は無いかと

思います。他に意見やご質問は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、採決してよろしいでしょうか。４番、５番について一括して採決

したらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、議案第２号 案件４番、５番事案について、承認いたします。続きまし

て、６番について説明お願いします。〇〇委員さんが該当しておりますので、退席して

いただきます。ご本人の案件については、退席して頂いてご審議させて頂きます。 

（  〇〇委員 退室  ） 

 

○事務局 

６番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、６４６㎡。

都市計画は、都市計画区域以外。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という理由から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。開発許可は、不

要。転用許可は、必要。国土交通省発注工事に伴う一時転用。以上です。 

 

○議長（会長） 

地元が本人ですので、近隣の〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  事務局から説明がありましたとおり、露天資材置場（仮設）の申請です。６ページを

ご覧下さい。申請地の下、南になりますが山です。国土交通省が砂防堰堤の工事をしま

す。資材を運ぶ為に、大型トラックが、〇〇から申請地までは行ける。そこで一旦一時

保管してから工事場所まで小型で運び直すという事です。現在は農地で稲を刈った後で

した。問題はないかと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 
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皆さんから、何か質問、ご意見ありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決してよろしいでしょうか。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。 

（  〇〇委員 入室  ） 

続きまして、議案第３号、農地法第３条第２項第５号に定める別段の面積について、

事務局より説明を願います。 

 

○事務局 

  資料１をご覧下さい。俗に言う５反規制といわれています。新たに農地を取得する場

合には、取得する面積を含めて５反以上必要な規制があります。これにつきましては各

地域の事情を反映して独自に面積を定める事となっております。年１回委員さんの審議

を頂くようになっております。資料１ページ、平成３０年１０月２４日現在の東温市各

地域全体の経営面積ごとの農家の数です。農地法施行規則でおおむね４０％以上の農家

数が、該当する部分に設定しています。太文字で灰色に塗りつぶしている所が４０％を

超えている所です。表の一番上の数字ですが農家総数が２，４０５戸の内、１０ａ以上

５０ａ未満の戸数が１，１６１戸で４８．３％です。これが４０ａ未満になりますと、

４０．４％となります。あと旧村単位で拾っております。北吉井村、南吉井村、桜樹村、

川上村の都市近郊については、１戸当たりの耕作面積が狭いということで、１０ａ以上

４０ａ未満の農家数が４０％を超えております。それ以外の拝志村、三内村につきまし

ては、５０ａ未満それ以上になっております。２ページ目をご覧ください。平成２９年

１０月１６日現在の表を添付しております。昨年１１月の委員会で、配布されました。

北吉井村、南吉井村、桜樹村、川上村が１０ａ以上４０ａ未満を４０％超えた為、下限

面積を引き下げ、別段の面積を変更しております。３ページ目をご覧下さい。県内市町

の面積設定状況です。各市町につきましては、市町村合併等でそれぞれに面積を設定し

ています。中予地区では、松山市が５年前から３０ａになっております。東温市は今年

度から旧北吉井村など市内４地区で４０ａに設定しております。今年の１０月現在中予

管内では伊予市、松前町、砥部町が５０ａで運用しております。松山市は旧村単位でな

く、全市として、面積を決めております。再度１ページをご覧下さい。東温市全体でみ

ますと、経営面積が１０ａ以上４０ａ未満の比率が４０．４％となっておりまして、４

０％を上回っております。農地法施行規則に４０％を下回らない規則に該当しない為、

市全体を４反にする事もできます。旧村単位でみますと、北吉井村、南吉井村、桜樹村、

川上村が１０ａ以上４０ａ未満を４０％超えておりますので、４反を選択できる事にな

ります。昨年は審議いただいた結果、北吉井村、南吉井村、桜樹村、川上村が１０ａ以

上４０ａ未満を４０％超えておりましたので、４反を選択していただきましたが、旧拝

志村、川上村は５０％を維持しております。昨年と比べまして、市全体で１０ａ以上４

０ａ未満の比率が４０．４％となっておりまして、４０％を上回っております。従いま

して市全体の４０ａ未満を４０％として、設定する事も可能となっております。今年４

月から１０月の間に新規就農された方が２名います。その中の４０ａで新規就農された
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方が１名です。見直しの成果はあったことになろうかと思います。この資料をご覧にな

り地域の方や改良区の皆さんにご意見を伺っていただけたらと思います。１月の委員会

に地域の実情、意見を伺い委員会の意見をまとめていきたいと思います。以上です。 

 

○議長（会長） 

  別段の面積ですが、昨年、４地区４０ａに下げたのですが、今年は、全体で４０ａに

できます。地域に持ち帰っていただき、改良区等、状況も緩和しながら１月には、決定

したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  市全体で４０．４％とギリギリですので、来年、再来年で４０％を切るとなれば、ど

のようになりますか。また、元に戻りますか。ずっとそのままでいってもらえますか。 

 

○事務局長 

  数字はその都度、お見せしお諮りいたします。そのままでいこう、とか相談しながら。 

 

○委員 〇〇委員 

  三内村は２７．５％で単独では、無理かと。ありがとうございました。 

 

○議長（会長） 

  各地区で、相談しておいてください。続きまして、議案第４号 農地利用最適化推進

委員の決定について。 

 

○事務局 

  資料２をご覧下さい。北方地区の〇〇委員さんが、平成３０年８月１４日に亡くなら

れまして、推進委員さんが欠員となっております。平成３０年８月２９日に開催しまし

た第１４回農業委員会で、推進委員を補充すると決定をうけ平成３０年９月１４日から

平成３０年１０月１２日までの間、推進委員を募集しました。その結果、北方地区上古

市、下古市、西古市、西中村、東中村の１名の募集に対しまして、〇〇さん１名の推薦

がありました。〇〇さんの紹介をいたしますと、住所は〇〇、〇〇歳、農業を営んでい

ます。現在は土地改良区の理事をされており、３名の方から推薦を受けております。平

成３０年１０月３１日に推進委員候補者である〇〇さんの評価委員会を開催しました。

評価委員会では、推進委員候補者について評価する為、推進委員候補者評価委員会を設

置しまして、東温市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要項第２条の規定に

基づき農業委員会の求めにより、農地利用最適化推進委員候補者評価を行い農業委員会

に報告する事となっております。その結果、評価委員会は推薦のあった候補者について

担当地区で農地等の利用の最適化を行う適切な方と評価され、推進委員候補者として推

薦されました。評価委員会から農業委員会に評価結果の報告を受けております。農業委

員会の承認を受けたく議案を上程しました。以上です。 
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○議長（会長） 

  事務局から説明を受けました。皆さんから、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、採決してよろしいでしょうか。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします 

 

以上で、本日の議案は全て終了しました。 

 


