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第６期 第２０回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 平成３１年３月７日（木） 午前９時３０分～ 

 

２．開催場所 農村環境改善センター ２階 大会議室 

 

３．出席委員（１７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 ９ 号 農地法第３条の許可申請について            （１１件） 

  議案第１０号 農地法第５条第１項の許可申請について         （ ５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 

一同、礼。只今から第２０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。〇〇委員さんが欠席されています。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。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。雨が多いので、非常に困りではないかと思います。我々、

農業者を取り巻くの環境も、急速に変わってきております。法律がどんどん変わってき

ておりますので、追いついていけない状態でもあります。来年は、農地だけでなく、土

地基本法も改正されるということで、権利者に管理義務が課せられることになります。

我々は農業委員会という立場の中で、農地行政を扱っています。全体を見回し、どのよ

うに有効に農地を使っていくか考えなければなりません。本日は、１６件議案が出てお

ります。慎重な審議をお願いしたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

○事務局長 

  ありがとうございました。 

 

○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。 

  只今から審議に入ったらと思います。まず、議案第９号、農地法第３条の許可申請に

ついて、事務局より説明願います。 

 

 

○事務局 

  議案第９号、農地法第３条の許可申請について 

１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、８４

９㎡。〇〇、田、２５５㎡。計２筆。計１，１０４㎡。権利内容は、所有権移転、売買。

作付作物は、米、野菜、イチゴ。主な農機具の保有状況は、トラクター、田植機、乾燥

機、耕うん機、草刈機、動力噴霧器。労働力は、常時３人。耕作面積は、１７，１７１

㎡。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項各項の不許可要件で

ある１から７のいずれにも該当しない為、許可要件の全てを満たしていると考えており

ます。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 
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  〇〇さんは、８０歳で高齢です。地図８ページをご覧ください。斜線の所で、耕作し

にくいところです。作り手が無く、耕作放棄地になりかけておりましたが、３２歳の〇

〇さんが、今回この土地を買いたいということです。米、野菜、イチゴと、たくさん耕

作されております。将来的には、地図の左右の土地も買う予定になっているようです。

問題は無いかと思います。宜しくお願い致します。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、何か、ご意見やご質問はありませんか。 

（   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、２番についてお願いします。 

 

○事務局 

２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、３３

１㎡。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２人。耕作面積は、１１，４４

６㎡。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項各項に該当しない

為、許可要件の全てを満たしていると考えております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  地図９ページをご覧下さい。譲り受けする土地の周りを〇〇さんが耕作していますが、

道が細く耕作する為に〇〇さんの土地を通行させてもらっています。今回、〇〇さんが

交通事故にあい、耕作ができなくなりました。受人の〇〇さんは、農業を熱心にしてお

ります。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） 

  この件につきまして、何か、ご意見やご質問はありませんか。 

（   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、３番についてお願いします。 

 

○事務局 

３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、６１

９㎡。〇〇、田、３１３㎡。〇〇、田、８３０㎡。〇〇、田、３８㎡。計４筆。計１，

８００㎡。権利内容は、所有権移転、贈与。作付作物は、米、シキミ、みかん、柿、梅。
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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１人、臨時２人。耕作面積は、１１，７８０㎡。周辺農業経営への影響、特に支障な

し。農地法第３条第２項各項に該当しない為、許可要件の全てを満たしていると考えて

おります。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  〇〇さんと〇〇さんとは、いとこ同士であります。この土地は、〇〇さんの父親と弟

さんで管理しておりましたが、一昨年前、二人ともに亡くなりました。いとこの〇〇さ

んが代って管理して頂くということで申請しました。〇〇さんは、以前、土地改良区の

理事長もされております。よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして何か、質問、意見ありませんか。 

 

○委員 〇〇委員 

  土地の〇〇と〇〇のまんが違っておりますが。 

 

○事務局 

  登記上このようになっております。 

 

○議長（会長） 

他に、何か、ご意見やご質問はありませんか。 

（   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、４番についてお願いします。 

 

○事務局 

４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、５６

５㎡。〇〇、田、１，５６５㎡。〇〇、田、１，６４９㎡。計３筆。計３，７７９㎡。

権利内容は、所有権移転、売買。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、臨時４人。耕作面

積は、４８，２５９㎡。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

各項に該当しない為、許可要件の全てを満たしていると考えております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、〇〇委員さんお願いします。 
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○委員 〇〇委員 

  地図の１１ページをご覧下さい。県道美川松山線の〇〇の横の３枚の田です。〇〇さ

んは、今回、工業団地に沢山の土地が転用されます。そこで、耕作する田が必要という

事で、探していました。〇〇さんと話しができ、譲り受けることとなりました。よろし

くお願いします。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、何か、ご意見やご質問はありませんか。 

（   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、５番、６番は受人が同一人物となってお

りますので、一括審議します。事務局より説明願います。 

 

○事務局 

５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、１，

４５７㎡。〇〇、畑、２，３３１㎡。計２筆。計３，７８８㎡。権利内容は、使用貸借

権設定、１０年。 

６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、５２

２㎡。権利内容は、所有権移転、売買。作付作物は、果樹、野菜。主な農機具の保有状

況は、小型トラクター、散水エンジンポンプ、軽トラック、草刈機、管理機。労働力は、

常時２人、臨時４人。耕作面積は、０㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なし。 

〇〇さんは新規就農ですので、別紙１ページをご覧下さい。２月２２日、９時３０分

から、〇〇委員さん、〇〇委員さんに同席頂きまして、面接を行いました。この資料に

基づきまして、該当の有無について説明させて頂きます。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（全部効率利用要件）、確認結果としまして、農業に

興味を持ち、約１０年前から友人の土地（５ａ）で、家庭菜園を始める。多種多様な季

節野菜、果樹を栽培している。現在、小型トラクター、散水エンジンポンプ、軽トラッ

ク、草刈機、管理機を所有している。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（農地所有適格法人要件）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（農

作業常時従事要件）については、常時２人で本人と妻、臨時４人で、弟夫婦、２組です。

第５号、下限面積制限（下限面積要件）については、取得見込面積４，３１０㎡（田：

５２２㎡、畑：３,７８８㎡）ですので、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については、

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

又は採草放牧地の業務上の効率化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（地域との調和要件）については、随時、地元の農家指導者の指

導を受け、更に自己研さんを図り、近隣農家と共に農道、水路管理等の作業を行い、農
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地の耕作、管理していくこととなっております。以上のことから農地法第３条第２項の

不許可要件の１から７のいずれにも該当しない為、許可要件の全てを満たしていると考

えております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  ２２日に面接を行いました。〇〇さんと、〇〇さんは兄弟です。〇〇さんは４人兄弟

で、〇〇さんと〇〇さんは仲の良い友人でした。倉庫、トラクターは〇〇さん所有のも

のを借ります。また、後継者がいないということで、売買という話がまとまりました。

よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、何か、ご意見やご質問はありませんか。 

（   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、７番お願いします。 

 

○事務局 

７番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇さん。土地は、〇〇、畑、８９

２㎡。権利内容は、所有権移転、売買。作付作物は、米、季節野菜。主な農機具の保有

状況は、耕うん機、トラクター、草刈機、自動噴霧器。労働力は、常時３人。耕作面積

は、６，３７１㎡。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項各項

に該当しない為、許可要件の全てを満たしていると考えております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  地図１３ページをご覧下さい。該当の土地の近くに〇〇さんの自宅があります。１０

年前に〇〇さんのお父さんから買ったという事ですが、お父さんが亡くなられて、今ま

で所有権移転が出来て無かったようです。ご審議よろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして何か、質問、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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全員挙手で、承認いたします。続きまして、８番お願いします。 

 

○事務局 

８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、７１

３㎡。〇〇、田、８３４㎡。〇〇、田、３３５㎡。〇〇、田、２１㎡。計４筆。計１，

９０３㎡。権利内容は、所有権移転、売買。作付作物は、米、ジャガイモ。主な農機具

の保有状況は、自動耕うん機、田植機、コンバイン、乾燥機、トラクター。労働力は、

常時２人、臨時３人。耕作面積は、３６，１５７㎡。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項各項の該当しない為、許可要件の全てを満たしていると考

えております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  地図１４ページをご覧下さい。農地として問題無いかと思います。〇〇さんは会社勤

めしながら１０年位米作りをしてきましたが、遠く耕作が大変ということで、〇〇さん

に売買したいとの事です。〇〇さんは、多く耕作しています。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） 

  この件につきまして何か、質問、意見ありませんか。この〇〇さんは、前回もでてき

おりましたが、３６，１５７㎡はどの辺りにありますか。 

 

○委員 〇〇委員 

  この周辺です。地元の耕作放棄地を防いでいます。 

 

○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、採決を行います。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、９番お願いします。 

 

○事務局 

９番 譲渡人 〇〇 〇〇さん（持分６分の１）、〇〇 〇〇さん（持分６分の１）、

〇〇 〇〇さん（持分６分の３）、〇〇 〇〇さん（持分６分の１）。譲受人 〇〇 〇

〇さん。土地は、〇〇、畑、８５０㎡。権利内容は、所有権移転、贈与。作付作物は、

米、季節野菜。主な農機具の保有状況は、自動耕うん機、田植機、コンバイン、乾燥機、

トラクター。労働力は、常時４人。耕作面積は、６，８５９㎡。周辺農業経営への影響
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は、特に支障なし。農地法第３条第２項各項の該当しない為、許可要件の全てを満たし

ていると考えております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  地図１５ページをご覧ください。見奈良駅から〇〇に向かって、線路沿いで道もなく、

入りにくい土地です。渡人、〇〇さん、〇〇さん、〇〇さん、〇〇さんは、受人の〇〇

さんと親戚です。元々は〇〇さんのお父さんの土地で、相続しました。管理は〇〇さん

がしていましたが、高齢でできなくなり、他の方々も高齢で東温市以外に住んでいる為

に、〇〇さんに戻すということです。特に問題はありません。よろしくお願い致します。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、何か、ご質問、ご意見はありませんか。 

（   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、１０番、１１番は、受人が同一人物です

ので一括してお願いします。 

 

○事務局 

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、５

４５㎡。〇〇、田、６５５㎡。〇〇、田、９２１㎡。計３筆。計２，１２１㎡。権利内

容は、賃借権設定、５年。 

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、５

０４㎡。〇〇、田、５７７㎡。計２筆。計１，０８１㎡。権利内容は、賃借権設定、５

年。作付作物は、梅、カスミ草、キウイ。主な農機具の保有状況は、（購入予定）噴霧器。

労働力は、常時２人。耕作面積は、２，５００㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障

なし。 

〇〇さんは東温市で新規農業者ということで、別紙３ページをご覧ください。２月２

６日、９時３０分から、〇〇委員さんに同席頂きまして、面接を行いました。この資料

に基づきまして、該当の有無について説明させて頂きます。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（全部効率利用要件）、確認結果としまして、農業

経験が２０年以上ある夫の作業補助を受けながら、梅、カスミ草、キウイの栽培を行っ

ていく。農機具は、噴霧器を購入する予定であります。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（農地所有適格法人要件）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（農作業常時従事要件）については、専業農家で行います。常時２人で本

人と夫。第５号、下限面積制限（下限面積要件）については、取得見込面積５，７０２
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㎡。西条市２，５００㎡（貸借）（田：１，０００㎡、畑：１,５００㎡）東温市３，２０

２㎡（申請）（田：３，２０２㎡）ですので、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について

は、転貸するものではありません。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業務上の効率化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（地域との調和要件）については、積極的に

農業技術勉強会へ参加し、技術取得に努めていきます。水路の掃除、除草等を行い、農

地の耕作、管理をしていくこととなっております。以上のことから農地法第３条第２項

許可要件の１から７のいずれにも該当しない為、許可要件の全てを満たしていると考え

ております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  地図１６ページをご覧ください。現地の確認をいたしましたが、ここ数年、いつでも

耕作できるようにしておりました。借受人の方は、新規就農者ということで、面接を行

いました。ご主人さんは果樹の専門家です。指導を仰ぎながら、梅等を栽培していきた

いとの事です。問題は無いかと思います。よろしくお願い致します。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして何か、質問、意見ありませんか。 

 

○委員 〇〇委員 

  西条市で、２，５００㎡借りているようですが、西条市は農業委員会で申請がでてお

りますか。 

 

○事務局 

  本人から西条市の農業委員会で利用権設定での貸借がありますと聞きました。通知書

の写しを提出して頂き、西条市農業委員会にも電話確認しました。 

 

○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、採決を行います。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１０号、農地法第５条第１項の許

可申請について、１２番、お願いします。 

 

○事務局 
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議案第１０号 農地法第５条第１項の許可申請について 

１２番 譲渡人 〇〇 〇〇さん。譲受人 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇さん。土地は、

〇〇。田、６０，３５２㎡。畑、１，１７６㎡。計９１筆。計６１，５２８㎡。都市計

画区域は、市街化調整区域。農地区分は、第２種農地。他のいずれにも該当しない農地

から第２種農地と判断されます。農用地区域は、農用地区域外。転用目的は、工業団地。

権利内容は、所有権移転。開発許可は、必要。この案件につきましては、平成３１年１

月８日、第１８回委員会で農用地区域からの除外で承認を受けております。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。この土地は改良区と関係なく、水利費もありません。

東温市としての開発の取り組みですので、よろしくお願い致します。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして何か、質問、意見ありませんか。 

 

○委員 〇〇委員 

  工業団地を作る時は、土地開発公社を作って段取りするのですか。 

 

○事務局 

  市では土地を保有できません。土地開発公社が土地を購入して事業を行い、事務は都

市整備課で行うようになります。補足説明ですが、今回、審議して頂いて、転用面積が

３，０００㎡を超える案件になりますので、３月下旬頃に県の常設審議委員会で審議を

受けまして、６月上旬に農地転用許可になる予定です。工業団地の造成工事につきまし

ては、７月頃から始まる予定です。 

 

○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、採決を行います。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、１３番、お願いします。 

 

○事務局 

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、３

０６㎡。都市計画区域は、市街化調整区域。農地区分は、第１種農地。おおむね１０ｈ

ａ以上の規模の一団の農地の区域内にある農地という理由から第１種農地と判断されま

す。農用地区域は、農用地区域外。転用目的は、農家住宅。権利内容は、使用貸借権設
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定。開発許可は、不要。この案件は、平成３０年８月８日、第１３回委員会で農用地区

域からの除外で承認を受けております。以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  事務局の説明通りです。昨年８月の委員会にて除外申請を行いました。地図１８ペー

ジをご覧ください。〇〇の横隣です。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、何か、ご意見、ご質問はありませんか。 

（   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、１４番、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、５

４２㎡。都市計画区域は、市街化調整区域。農地区分は、第２種農地。他のいずれの基

準に該当しない農地の理由から第２種農地と判断されます。農用地区域は、農用地区域

外。転用目的は、露天資材置場。権利内容は、所有権移転。開発許可は、不要。以上で

す。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、地元、〇〇委員さんお願いします。 

 

○委員 〇〇委員 

  地図１９ページをご覧下さい。〇〇の前の土地です。該当地の下の三角の部分の農地

は、２月に売買契約がされております。今回、該当地を〇〇さんから、〇〇さんが買う

という事です。ご審議をお願いします。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、何か、ご意見、ご質問は、ありませんか。 

  事務局、この農地転用の目的の詳細は何ですか。 

 

○事務局 

  〇〇さんが、〇〇で土地を借りて資材置場にしていたが、所有者から事情があって立

ち退いて欲しいと言われ、資材置場を探していたところ、申請地が既存の土地から近い

こともあり、この土地を購入して、転用するようになっております。 
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○委員 〇〇委員 

  もう、２月の中旬位から、工事しておりましたが、許可が出たという事ですか。 

 

○事務局 

  先月、申請した土地との境界を分ける為の工事かと思います。先日、確認に行って来

ました。 

 

○議長（会長） 

  許可が出るまで事務局から待つように伝えてください。 

 

○事務局 

  ２月の委員会が終わった後、下の三角地との境界ブロックをしますと聞いております。

許可がおりてから工事をするように、注意します。 

 

○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、採決を行います。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、１５番、１６番の受人が同一人物ですの

で、一括して願いします。 

 

○事務局 

１５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、田、２，１０３㎡。都市計画区域は、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振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（仮設一時転用）。権利内容は、

使用貸借権設定。平成３０年５月２４日、中局産振（計画）第４号（地５）事業計画変

更の変更。３年計画で、国土交通省が発注しており、来年３月まで工期が延長されるた

め、許可期間の延長の申請になります。 

１６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、田、６４６㎡。都市計画区域は、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振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。農用地区域は、農用地区域内。転用目的は、露天資材置場（仮

設一時転用）。権利内容は、使用貸借権設定。平成３０年１２月５日、愛媛県指令中局産

振（地５）第１６２号許可の変更。３年計画で、国土交通省が発注しており、来年３月

まで工期が延長されるため、許可期間の延長の申請になります。以上です。 

 

○議長（会長） 
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  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 

  内容は、事務局の説明の通りです。地図２０ページをご覧下さい。この土地は、国交

省が砂防ダムの工事で土砂、重機を置く為に３月末まで借りておりますが、まだ出来て

いないという事で延長の申請です。よろしくお願い致します。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして何か、質問、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。 


