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第７期 第１０回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 令和３年５月１０日（月） 午前９時３０分～ 

 

２．開催場所 農協環境改善センター ２階 大会議室 

 

３．出席委員（１３人） 

 

４．欠席委員（６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 36号 農地法第３条の許可申請について            （５件） 

  議案第 37号 農地法第５条第１項の許可申請について         （１件） 

  議案第 38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） 

  議案第 39号 農用地利用集積計画書について             （１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 

皆さん、おはようございます。ご起立ください。姿勢を正してください。一同、礼。

ご着席ください。本日の会議に先立ちまして、委員の皆様の出席状況をご報告いたしま

す。只今の委員の出席は１９名中１３名、２番 ◯◯ 委員、３番 ◯◯ 委員６番 ◯

◯ 委員、１０番 ◯◯ 委員、１２番 ◯◯ 委員、１４番 ◯◯ 委員さんの６名より

欠席のご連絡をいただいております。過半数に達しておりますので、本会議が成立して

いることをご報告いたします。なお、本日、推進委員等の傍聴者はございません。それ

では渡部会長、開会をお願いします。 

 

○議長（会長） 

  皆さん、おはようございます。なんといっても新型コロナウイルスが猛威を振るって

おり、東温市でも罹患者が発生しております。今後高齢者からワクチン接種が始まるよ

うです。農作業の方に目を向けると、麦の収穫の時期が参りました。今年も豊作だと思

うのですが、問題は販売の方です。コロナの影響なのかは定かではありませんが、お米

も麦も昨年度の分が残っているようで、販売がふるわない。東温市は米麦が中心ですが、

今後米麦以外の作物も考えていかなくてはならないと思っております。 

それでは、只今から第１０回農業委員会を開会いたします。 

本日の議事録署名人ですが、４番 ◯◯委員さん、５番 ◯◯委員さん、よろしくお願

いします。 

早速ですけれども、議案審議に入りたいと思います。本日は９件と案件は少ないです

けれども、スムーズに進めたらと思いますので、ご協力をお願いします。それでは、事

務局お願いします。 

 

○事務局 

議案第３６号、農地法第３条の許可申請についてということで、１番 譲渡人 東温

市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。譲受人 東温市◯◯ ◯◯番地◯ 株式会社◯◯ 代

表取締役 〇〇さん。土地は、◯◯ ◯◯番地◯、田、１，４３８㎡です。譲受人の耕

作状況について申し上げます。権利内容は、小作地解放による所有権移転です。作付作

物は野菜苗、水稲、野菜です。主な農機具の保有状況は、トラクター、耕うん機、コン

バイン、田植機、ホイルローダを保有しております。労働力は、常時６４人、臨時で７

２人です。耕作面積は９４，１３２㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なしという

ことで、農地法第３条第２項各号の不許可要件ですが、１から７のいずれにも該当しな

いため、許可要件はすべて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は、地元、◯◯委員さんとなりますので、確認結果の報告をお願

いします。 

 

○委員 ◯◯委員 
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  説明します。この土地の周辺は全て◯◯さん（譲受人）の倉庫やハウスとなっており

ます。近年、作物を作りにくいとのことで、〇〇さん（譲渡人）から売却の要望があり

ました。ご審議をよろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  只今、◯◯委員さんからの説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思い

ます。何かご意見はございませんか。 

 

◯委員 ◯◯委員 

  売買の相手方は法人ですか。 

 

◯事務局 

 はい、譲受人は農地所有適格法人の株式会社◯◯さんであり、以前から〇〇さん（譲受

人）が〇〇さん（譲渡人）の農地を借りて耕作をしておりましたが、今回、売買の話がで

きたということで小作地を開放して、所有権の移転を行うものであります。 

 

○議長（会長） 

  ほかに何かご意見ございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、２番目の案件につきまして、事務局より

説明願います。 

 

○事務局 

２番 譲渡人 兵庫県〇〇 ◯◯番地◯ ◯◯さん。譲受人 東温市◯◯ ◯◯番地

◯ ◯◯さん。土地は、◯◯ ◯◯番地、田、４３４㎡、同所同字◯◯番、田、２６５

㎡、◯◯ ◯◯番地◯、田、７１０㎡、合計３筆で、合計面積は１，４０９㎡です。権

利内容は売買です。作付作物は、水稲です。主な農機具の保有状況は、トラクター、耕

うん機、コンバイン、田植機、軽トラです。労働力は本人、妻の常時２人です。耕作面

積は６，８３３㎡。周辺農業経営への影響につきましては、特に支障なしということで、

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件はすべて満たしていると考えて

おります。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、◯◯委員さんですので、確認結果のご報告をお願いし

ます。 

 

〇委員 ◯◯委員 

  譲渡人の〇〇さんは、譲受人〇〇さんの叔父にあたる関係であり、これまでも米麦を
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１反半程度作っていたんですけれども、この際土地を買ってもらえないかという話にな

りまして、売買をすることになりました。〇〇さん（譲受人）は、米麦をかなり作付し

ているので、特に問題はないと思います。 

 

〇議長（会長） 

  只今、◯◯委員さんからご説明いただいたんですが、この件につきましては、◯◯委

員さんも関係しますので、◯◯委員さんからも意見をお願いします。 

 

◯委員 ◯◯委員 

  はい、５ｐの案内図をご覧下さい。対象地は２カ所に分かれているんですけれども、 

 南の方につきましては、〇〇であります。◯◯委員さんが言われたような理由で、〇〇

さんから要請がありました。ご審議をよろしくお願いします。 

 

〇議長（会長） 

只今、地元委員さんのほうからご意見をいただきましたが、皆さんの方から 

何かご意見ご質問はございませんでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

な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番の案件について事務局より説明願い

ます。 

 

 

○事務局 

３番 譲渡人 宇和島〇〇 ◯◯番地◯ ◯◯さん。譲受人 東温市◯◯ ◯◯番地

◯ ◯◯さん。土地は、◯◯ ◯◯番地◯、田、５６５㎡です。権利内容は小作地解放

による所有権移転です。作付作物は水稲です。主な農機具の保有状況は、トラクター、

耕うん機、コンバイン、田植機、防除機です。労働力は、本人、妻の常時２人です。耕

作面積は９，９７４㎡です。周辺農業経営への影響は、特に支障なしということで、農

地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件はすべて満たしていると考えてお

ります。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、◯◯委員さんから説明をお願いします。 

 

〇委員 ◯◯委員 

  ６ｐの案内図をご覧下さい。〇〇小学校の手前３００ｍくらいのところです。まず 

〇〇さん（譲渡人）と〇〇さん（譲受人）は地主さんと小作人の関係です。父親の代か

らの小作地ということで、〇〇さん（譲渡人）の方からこの際、土地を買ってくれない

かというお話があったようです。ちょうど〇〇さん（譲受人）方の裏の土地にもなるの
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で、お話がまとまったようです。〇〇さん（譲受人）は熱心に作っておられますので、

特段問題無いと思っております。審議をお願いします。 

 

〇議長（会長） 

  それでは皆さんのご意見をお伺いしたらと思います。何かございますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、４番目の案件について事務局より説明願

います。 

 

○事務局 

４番 譲渡人 東温市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。借受人 東温市◯◯ ◯◯番地

◯ ◯◯さん。土地は、◯◯ ◯◯番地◯、田、４．５５㎡です。権利内容は、贈与で

す。作付作物は水稲です。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、乾燥機です。労働力は、本人、夫、母の常時３人です。耕作面積は９，７

７７㎡です。周辺農業経営への影響は、特に支障なしということで、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件はすべて満たしていると考えております。以上で

す。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、◯◯委員さんにご報告をお願いします。 

 

〇委員 ◯◯委員 

  〇〇さんと〇〇さんは〇〇（自治会名）で、同じ組であります。そして、〇〇さん（譲

受人）のお父さんと、〇〇（譲渡人）さんのお父さんの代から隣接する農地を耕作して

おりまして、〇〇さん（譲受人）は、〇〇さん（譲渡人）の農地を通って何十年も耕作

しておりました。この度、〇〇さん（譲渡人）の方から、この土地を〇〇さん（譲受人）

に贈与したいとの話があって話がまとまり、申請に至った次第です。周辺農業経営への

影響は、特に支障ないと思われますので、ご審議よろしくお願いします。 

 

 

〇議長（会長） 

  それでは皆さんのご意見をお伺いしたいと思いますが、何かございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、５番について事務局より説明願います。 

 

○事務局 
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５番 譲渡人 東温市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。譲受人 松山市◯◯ ◯◯番地

◯ ◯◯さん。土地は、東温市◯◯ ◯◯番地◯、田、１，７７４㎡、同所同字◯◯番

◯、田、１，５９６㎡、同所字◯◯ 〇〇番地◯、畑、２６４㎡、同所同字◯◯番、畑、

１３０㎡、同所字◯◯ 〇〇番地、田、４５３㎡、同所字◯◯ 〇〇番地◯、畑、６８

９㎡。計６筆で、合計面積４，９０６㎡です。権利内容は、贈与です。作付作物は水稲、

シキミです。主な農機具の保有状況は、トラクター、コンバイン、田植機、乾燥機、耕

うん機、草刈機です。労働力は、本人、母の常時２人です。耕作面積は１３，７４９㎡

です。周辺農業経営への影響は、特に支障なしということで、農地法第３条第２項各号

には該当しないため、許可要件はすべて満たしていると考えております。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  只今事務局から説明を受けたわけですが、この件につきましては、地元、◯◯委員さ

んですが、本日は欠席しておりますので、事務局の方から説明をお願いします。 

 

〇事務局 

  ご説明いたします。８ページをご覧下さい。〇〇の〇〇という地区になります。地図

の中ほどのところにあるのが〇〇さん（譲渡人）の家になります。譲渡人である〇〇さ

んは、譲受人の母親になりますが、ご高齢であることから耕作が困難になってきたとい

うことで、次男である〇〇さんに譲渡して、今後は、松山市のほうから通って耕作する

ということであります。以上でございます。 

 

○議長（会長） 

  何かご意見はございませんか。松山市から通って通作という形になりますが、最近は、

このような形が常態化しておりますので、特に問題はありませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、議案第３７号、農地法第５条第１項の許

可申請についてを議題とします。６番について事務局より説明願います。 

 

○事務局 

６番 宇和島市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。譲受人 東温市◯◯ ◯◯番地◯ ◯

◯さん、建設業で型枠大工を営んでおります。土地は、◯◯ ◯◯番地◯、田、２８２

㎡、同所同字◯◯番◯、田、１４８㎡、合計２筆で、合計面積が４３０㎡です。都市計

画区域はその他の区域です。農地区分は第２種農地で他のいずれの基準にも該当する農

地ではないことから第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

は露天資材置場及び露天駐車場です。権利内容は所有権移転です。開発許可は不要です。

令和３年３月９日に開催されました第８回委員会で除外意見を決定済みの案件です。以

上です。 
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〇議長（会長） 

  この件につきましては、先程の説明のとおり、第８回の委員会で除外意見の決定をし

ております。その後のことについて、地元、◯◯委員さんから報告をお願いします。 

 

〇委員 ◯◯委員 

９ｐの案内図をご覧下さい。事務局から説明がありましたとおり、第８回の委員会で諮

られた案件であり、転用目的を確認しましたが、その後の変更もないということで、 

特段支障無いと思っております。審議をお願いします。 

 

〇議長（会長） 

  それでは皆さんのご意見をお伺いしたらと思いますが、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３８号、農業振興地域整備計画の

変更に係る意見について、議題とします。事務局より説明願います。 

 

〇事務局 

議案第３８号、農業振興地域整備計画の変更に係る意見についてということで、今回

の案件は農用地区域からの除外です。７番 所有者 東温市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さ

ん、申出者 松山市〇〇 〇〇番◯ 〇〇さん。土地は、◯◯ ◯◯番地の一部、田、

８８７㎡の内３８０㎡です。都市計画区域は市街化調整区域。農地区分は第１種農地で、

おおむね１０ｈ以上の規模の一団の農地の区域にある農地という理由から、第１種農地

と判断されます。転用目的は農家住宅。開発許可は不要。転用許可は必要です。以上で

す。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、◯◯委員さんにご報告をお願いします。 

 

〇委員 ◯◯委員 

  所有者の〇〇さんと申出者は親子であります。今回、父親の〇〇さんが高齢になった

ものですから、次男である〇〇さんが実家の近くに農家住宅を建てて、父親の農業を手

伝いたいということで申請に至った次第です。周辺農業経営への影響は、特に支障ない

と思われますので、ご審議よろしくお願いします。 

 

 

○議長（会長） 

皆様から何かご意見などございますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 
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（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして８番の件につきまして事務局よりご説明願

います。 

 

◯事務局 

８番 所有者 東温市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん、同じく所有者 奈良県〇〇 〇

〇番地◯ 〇〇さん、申出者は、東温市◯◯ ◯◯番地◯ ◯◯さん。土地は、◯◯ ◯

◯番地の一部、田、１，０４２㎡の内１９㎡、◯◯ ◯◯番地の一部、田、１，０２６

㎡の内４７９㎡です。合計２筆で、合計面積は４９８㎡です。都市計画区域は市街化調

整区域。農地区分は第１種農地で、おおむね１０ｈ以上の規模の一団の農地の区域にあ

る農地という理由から、第１種農地と判断されます。転用目的は農家住宅。開発許可は

不要。転用許可は必要です。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、◯◯委員さんにご報告をお願いします。 

 

〇委員 ◯◯委員 

  譲受人である〇〇さんのお父さんが大病を患い、農業経営が難しくなったことから実

家の近くに農家住宅を建てたいと思い至ったそうです。農家住宅を建てるに当たっては、

〇〇さんの農地１９㎡ほどが、入り口の間口にかかるため、家が建たないという事で、

所有者である〇〇さんに話をしたところ、快く承諾をいただいたということです。  

次に、〇〇さんについては、元々〇〇にお住まいであり、現在は奈良県にお住まいで

あります。この土地については、５０年近く前からずっと〇〇さんが作っている土地で

あり、〇〇さんと〇〇さんとは親戚に当たり、〇〇さん（譲受人）もご高齢になられた

ことから、元気な間に〇〇さん（譲受人）の方にこの土地を譲りたいとの事で、話が出

来たそうです。周辺農業経営への影響は、特に支障ないと思われますので、ご審議よろ

しくお願いします。 

 

○議長（会長） 

 事務局、集落接続に該当する案件でありますか。 

 

◯事務局 

 はい、集落接続に該当します。 

 

○議長（会長） 

皆様から何かご意見などございますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。 
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続いて、議案第３９号、農用地利用集積計画書について、議題とします。事務局より

説明願います。 

 

◯事務局 

お手元にお配りしております。農用地利用集積計画書をご覧ください。令和３年度第

２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ページおめくり下さい。 

 

今回は６月１日開始分です。申し出件数は１８１件、面積は４５８，２７４㎡。その

内、期間借地は４８件、面積は１５１，５７３㎡となっています。貸し手は１５３名、

借り手は７９名です。期間は、１年から１０年となっています。中でも５年契約が最も

多くなっています。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

賃借料については、今回、現金での最高値１１，９０５円、最安値５，０００円です。

現物では、最高９５㎏、最低１６㎏となっております。地目別は、田 ４５８，２７４

㎡、畑 ０㎡です。次のページから期間別、地目別の面積等を記載しております。 

なお、昨年度の第２号、令和２年６月１日開始分と比べると、申出件数は１６件増え

ており、面積も２４，２２５㎡増えております。期間借地の申出件数は４件増えており、

面積も９，９９０㎡増えております。また、賃借料について、 

現金の最高値は１２，３９０円減少し、最安値は２，０００円増加しています。 

現物の最高値は５ｋｇ増加し、最低値も１㎏増加となりました。以上が概要でござい

ますが、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構想に適合していると考えますので、ご承認よろしくお願

いします。 

 

○議長（会長） 

  農業経営基盤強化促進法による貸借というのは増えて来ている中で、農地中間管理機

構を通したものでないと、補助金等の採択にならない。農業委員として相談を受けた場

合は、将来の見通し、補助金等様々な事を勘案して、農地法第３条によるのがよいのか、

基盤法による利用権設定がいいのか、それとも農地中間管理機構を通した方がよいのか

ご指導して頂けたらと思います。 

 

  それでは、他に何かご意見、ご質問等はございますでしょうか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

な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。 

 

  本日の議案審議については、９件、これで全て終了しました。次回の農業委員会は６

月８日となっており、農地利用適正化推進委員さんとの合同会を開きたい、また、これ

から夏にかけて農地パトロールを実施したいと考えているのですが、コロナの影響を見
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ながら、合同会の開催が可能かどうか、今後判断したらと考えております。 

以上で第１０回農業委員会を閉会いたします。熱心なご審議ありがとうございました。 

 

 

 


