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第６期 第１７回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成３０年１１月３０日（金） 午後３時～ 

 

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                  （１３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５条第１項の許可申請について          （ ２件） 

  議案第４号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について      （ 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 

一同、礼。それでは、只今から第１７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。〇〇委員さん、〇〇委員さん、

〇〇委員さんから欠席届けが出ております。〇〇委員さんは少し遅れる連絡が入ってお

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

聴ございません。また、この後、合同会と忘年会があります。長時間になりますが、よ

ろしくお願いします。開会にあたり、会長からご挨拶を頂きます。 

 

○会長 

  皆さん、こんにちは。明日から師走となりますが、温暖化で温かい日が続いておりま

す。ご承知のとおり、国では、安倍内閣を中心として、自民党が強い力を持っており、

色々な法律が変わってきております。農地の関係につきましても、中間管理機構の５年

見直しや、人・農地プランをコーディネートするなど、農業委員、最適化推進委員が農

業の大きな役割を担うこととなってきます。本日は合同会もあります。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。 

  議案審議、本日は２２件です。さっそく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４条第１項第７号の規定による届出の受理 

１番 所有者 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、畑、３０５㎡。都市計画は、市街化

区域。転用目的は、共同住宅。 

 

２番 所有者 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、２３３㎡。都市計画は、市街化

区域。転用目的は、志津川土地区画整理事業内農地で借家１棟を転用します。 

 

○事務局 

 （２）農地法第５条第１項第６号の規定による届出の受理 

３番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、田、３９５㎡。

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の所
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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（持分５分の１）。〇〇 〇〇さ

ん（持分５分の４）。土地は、〇〇、田、５６㎡。〇〇、田、２１９㎡。〇〇、田、１６

７㎡。計３筆。計４４２㎡。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の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、畑、５９２㎡。

都市計画は、市街化区域。転用目的は、貸露天駐車場。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 

６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、７６

５㎡。〇〇、田、１，４８６㎡。計２筆。計２，２５１㎡。貸付人の所有権移転による

理由での解約です。 

 

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、６６

２㎡。〇〇、田、１，５６８㎡。〇〇、田、６６２㎡、〇〇、田、８２７㎡。計４筆。

計３，７１９㎡。貸付人が耕作する理由での解約です。 

 

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、２８

３㎡。貸付人の所有権移転による理由での解約です。 

 

（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 

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、７０

１㎡。〇〇、田、２５６ｍ。計２筆。計９５７㎡。借受人の体調不良による理由での解

約です。 

 

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

８５㎡。貸付人が耕作する理由での解約です。 

 

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、３

８５㎡。貸付人が耕作する理由での解約です。 

 

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，

３０４㎡。貸付人の所有権移転による理由での解約です。 

 

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、１，

３９９㎡。貸付人の所有権移転による理由での解約です。以上です。 
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○会長 

只今、事務局より説明がありましたが、皆さんご意見やご質問はございませんでしょ

うか。 

 

○委員 〇〇委員 

１０番と 11番は、同じ番地と同じ地積ですが、２枚が解約したという事でしょうか。 

 

○事務局 

１０番が表作、１１番が裏作の麦ということです。 

 

○委員 〇〇委員 

分かりました。 

 

○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   ） 

全員挙手で、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

ついて説明お願いします。 

 

○事務局 

１４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、２

８３㎡。譲受人の耕作等の状況は、権利内容は、所有権移転・売買。作付作物は、米・

みかん。主な農機具の保有状況は、トラクター・耕うん機・（借用）田植機・コンバイン。

労働力は、常時３人。耕作面積は、５，０４４㎡。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項の各号の不許可要件の１から７までのいずれの要件にも該当

しない為、許可要件の全てを満たしていると考えています。以上です。 

 

○会長 

この件につきましては、地元 〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

土地は、地図８ページの真ん中にある斜線の土地です。さきほど、合意解約があった

ように、借受人の方が、木を植えて、放棄地のようになっていました。管理をして欲し

と連絡しておりますが、そのままで、牛渕上井手の理事長さんから〇〇さんに買って頂

きたいとお願いして、この状況になりました。 

 

○会長 
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  〇〇委員さん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、採決を行いたいと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続いて１５番、お願いします。 

 

○事務局 

１５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、７

６５㎡。〇〇、田、１，４８６㎡。計２筆。計２，２５１㎡。譲受人の耕作等の状況は、

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・田植機・コンバイン。労働力は、常時３人。耕作面積は、６，６５９㎡。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項の各号には該当しない為、

許可要件の全てを満たしていると考えています。以上です。 

 

○会長 

この件につきましては、地元 〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

地図９ページをご覧下さい。〇〇は、西側に〇〇さんの自宅があります。この土地は、

〇〇さんのお兄さんが急死しまして、相続で〇〇さんが所有しています。〇〇さんも会

社員さんで、耕作ができないという事です。〇〇は、県道の西ですが、合わせて、２筆、

〇〇さんが買うとの事です。 

 

○会長 

  〇〇委員さん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。 

 

○委員 〇〇委員 

  地図を見たら、〇〇板金とありますが、本業は板金屋さんですか。 

 

○委員 〇〇委員 

  はい、板金と、農業と両方をしております。農業の専業ではないです。夏だけ米を作

って、冬は麦で貸しております。 

 

○委員 〇〇委員 

  ５１歳で若いですね。 

 

○委員 〇〇委員 

  はい。 

 

○会長 
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他にないでしょうか。無いようでしたら、採決してよろしいでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

無いようでしたら、採決を行いたいと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続いて１６番、お願いします。 

 

○事務局 

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、４

３０㎡。〇〇、田、１０５㎡。計２筆。計５３５㎡。譲受人の耕作等の状況は、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、トラクター・耕

うん機、田植機・コンバイン。労働力は、常時２人。耕作面積は、６，２１７㎡。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項の各号には該当しない為、許

可要件の全てを満たしていると考えています。以上です。 

 

○会長 

この件につきましては、地元 〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

地図１０ページをご覧下さい。譲受人の〇〇さんの自宅が該当地の上にあります。地

番は２筆ですが１枚です。〇〇さんとは、親戚関係です。宮崎県にいるので、３０年位

〇〇さんがここで野菜等を作っております。〇〇さんも７０歳になり、息子さんもあち

らで生活をしており、お互いに話ができて、〇〇さんが買うようになりました。〇〇さ

んは、米と野菜を作り、産直にも出しているようです。ご審議をお願します。 

 

○会長 

〇〇委員さん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、採決を行いたいと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続いて１７番、１８番は交換のようですので、合わせ

て説明をお願いします。 

 

○事務局 

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、１，

３０４㎡、譲受人の耕作等の状況は、権利内容は、所有権移転・交換、作付作物は、米、

季節野菜、主な農機具の保有状況は、トラクター・耕うん機、田植機・コンバイン、労

働力は、常時２人、耕作面積は、２７，４６７㎡、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項の各号には該当しない為、許可要件の全てを満たしていると

考えています。 
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１８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，

３９９㎡、譲受人の耕作等の状況は、権利内容は、所有権移転・交換、作付作物は、米、

季節野菜、主な農機具の保有状況は、トラクター・耕うん機、田植機・コンバイン。労

働力は、常時２人。耕作面積は、１５，７７７㎡。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項の各号には該当しない為、許可要件の全てを満たしていると

考えています。上です。 

 

○会長 

この件につきましては、地元 〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

１７番の片山の土地の作付作物は、米、季節野菜、花木です。〇〇さんは、全体で２

丁７反の耕作面積をもっております。〇〇さんは、米、麦、野菜を耕作しております。

地図の、１１ページをご覧下さい。〇〇は、県道の水路から水をとります。片山は水が

悪く、〇〇の坪之内は水の良い所です。この理由で交換となりました。 

 

○会長 

〇〇委員さん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。 

 

○委員 〇〇委員 

あっせんされた方が、誰か地域でおられたのですか。 

 

○委員 〇〇委員 

特にいないのですが、二人で決められました。水路と〇〇さんの花木で決めました。 

 

○会長 

他に、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、採決を行いたいと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続いて議案第３号農地法第５条第１項の許可申請につ

いて、説明をお願いします。 

 

○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 

１９番 渡人 〇〇 〇〇さん。受人 〇〇 〇〇さん（持分２分の１）、〇〇 〇〇

さん（持分２分の１）。土地は、〇〇、田、４１７㎡。都市計画は、市街化調整区域。農

地区分は、第１種農地。おおむね１０ha 以上の規模の一団の農地の区分内にある農地と

いう理由から第１種農地として判断されます。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、必要。転用許可、必要。 



8 

 

２０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、

不要。転用許可、必要。平成３０年１０月２２日付け愛媛県指令中局産振（計画）第６

号（地５）計画変更の変更を受けておりましたが、今年９月の台風２４号により、工期

を延長されましたので期間の延長の申請です。以上です。 

 

○会長 

１９番の件につきまして、地元 〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

〇〇さんは、〇〇さんの長男の長女であります。小学校１年生と、幼稚園に上がる子

供さんがいます。前々から１２ページの１９番の土地を渡すように考えていました。横

の〇〇さんも親戚であります。前に４ｍ道路の市道が通っています。下水道の管も通っ

ています。付近の田にも影響がないという事です。土地改良区も承認されておりますの

で、ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  １９番の件について、〇〇委員さん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、採決を行いたいと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、２０番の件につきまして、地元 〇〇委

員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  今年の災害で工期を延長したいということです。地図１３ページの２０番です。よろ

しくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  〇〇委員さん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、採決を行いたいと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、議案第４号農業振興地域整備計画の変更

に係る意見について、事務局から説明お願いします。 
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○事務局 

議案第４号農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、用途区分変更です。こ

れは農用地から農用地施設用地への変更で、転用許可が不要な案件です。 

  ２１番 所有者 〇〇 〇〇さん。申出者 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、畑、３

７８㎡の内８９㎡。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、農業用施設用地で農業用倉庫を建てる予定です。開

発許可、不要。転用許可、不要。以上です。 

 

○会長 

１９番の件につきまして、地元 〇〇委員さんお願いします。 

 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんは、〇〇さんのお父さんで、死亡されております。〇〇さんから農業用倉庫

が狭くなったと相談がありました。地図１４ページをご覧下さい。自宅の横の〇〇さん

はお母さんでその横の畑、３７８㎡の内８９㎡を倉庫にしたいという事です。かなり手

広くお米を作られている方です。審議よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  〇〇委員さん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。。 

 

○委員 〇〇委員 

  倉庫を建てるという事で事務局からどの程度の書類を出して下さいと求められますか。 

 

○事務局 

  立面、平面の図面を頂いております。木造であれば、立面図、平面図になるんですが、

今回はプレハブなので、カタログ的な図面をいただいております。用途区分の変更には、

必要最低限の面積となりますので、どれだけの面積になるのか確認する為に図面を頂い

ております。 

 

○議長（会長） 

  他に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、採決を行いたいと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、２２番、お願いします。 

 

○事務局 

  ２２番 所有者 〇〇 〇〇さん。申出者 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、畑、２
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８１㎡の内１６４㎡。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、農業用施設用地で農業用資材置き場です。開発許

可、不要。転用許可、不要。以上です。 

 

○会長 

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 

  〇〇と〇〇さんは親子の関係です。地図１５ページをご覧ください。〇〇さんは山之

内の岡という集落に住んでおります。申請地より県道 1 ㎞奥に自宅があります。耕作面

積は約２町です。１枚の田が１畝から７畝位で、麓で４０枚位あります。岡で１０枚合

わせて５０枚位あります。一人で耕作されております。岡と麓は２㎞ありまして、道路

の状態も悪く、コンバインなどは、ユニックを使って移動しております。コンバインな

どは、住んでいる岡で保管しておりますが、麓に置きたいと申請がありました。ご審議

よろしくお願いいたします。 

 

○議長（会長） 

  〇〇委員さん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。 

 

○委員 〇〇委員 

  地図の申請地の横に２つ倉庫と書かれておりますが、他の方の倉庫でしょうか。 

 

○委員 〇〇委員 

  この方は猪の狩猟をされているので、それ用の倉庫です。 

 

○議長（会長） 

  他に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、採決を行いたいと思います。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。 


