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観音寺市農業委員会定例会議事録 
 

１ 開催日時  平成31年４月22日（月） 午後１時00分～午後３時５分 

     

２ 開催場所  観音寺市役所２階 会議室 

 

３ 出席委員 18人 

１番 森川 光典 （会長） 

   ２番 合田 政光 

３番  小西 修 

４番 荻田 昇吾 

５番 黒田 直文 

６番 冨田 敏弘 

７番 石井 崇雄 

８番 豊田 敏計 

９番 齋藤 照久 

10番 中村 能身 

11番 石川 素康 

12番 山下 大輔 

13番 岡下 定幹 

15番 合田 亘 

16番 山内 春雄 

17番 川下 肇 

18番 合田 朝子 

19番 今井 康博（副会長） 

 

欠席 

14番 小出 章寛 

 

４ 議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名       

第２ 議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について＜農業委員会許可＞ 

 議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について＜香川県知事許可＞ 

議案第３号 非農地証明願について 

議案第４号 農用地利用集積計画（案）について 

議案第５号 農地中間管理事業農用地利用配分計画（案）について 

    

    

５ 農業委員会事務局等出席者       

  

 事務局長     合田  尊男 

 事務局次長（農政管理係長）   大森 信寿 

 事務局副主幹（農地係長）       藤村 佳広  

  

 公益財団法人香川県農地機構 農地集積専門員  宮崎 良明 
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６  会議の概要 

 

（午後１時00分 開会）       

事務局長 ただ今から平成31年度観音寺市農業委員会第１回定例会を開会いたします。本定例会は、

農業委員会等に関する法律第 27条第３項の規程に基づき現に在任する委員 19人の過半である 18人

が出席されており出席者数を満たしておりますので、成立していることをご報告いたします。 

議事に入ります前に、全体の流れをお知らせしたいと思いますのでよろしくお願いします。議事に

ついては、議案毎に審議・決定していただくこととなります。事務局が議案の説明をさせていただい

た後に、会長の進行で担当地区の委員さんに意見をお伺いします。議案１号から３号につきましては、

担当地区の委員さんが事前に現地等を確認いただきました内容について、補足及び意見の発言をお願

いします。その後全体として、質疑・応答した後に農業委員会として決定をいただくこととなります。 

 なお、本日の議案の中に 2000 ㎡を超える案件が２件ございまして、ただいまから現地調査に参り

たいと思います。ご足労ですが、玄関に駐車しているマイクロバスにご乗車ください。 

（現地調査終了後、午後１時50分再開） 

それでは、森川会長にご挨拶いただきまして、観音寺市農業委員会総会会議規則第６条に基づき、

議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

議長（会長） 最初に本日の欠席者を報告させていただきます。議席番号 14 番小出章寛委員から欠

席届が出ております。 

ただ今から、議案審議に入りたいと思いますが、その前に、観音寺市農業委員会総会会議規則第 20

条第２項に基づき議事録署名委員を２名指名させていただきます。署名委員さんは、３番 小西 修 

委員、並びに １１番 石川 素康 委員のご両名にお願いします。それでは、これより議事に入り

ます。「議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について」議題といたします。それ

では、事務局に説明を求めます。 

 

農地係長 失礼いたします。議案第１号について説明させていただきますので、議案書の２ページ

をご覧ください。 

議案第１号農地法第３条第１項の規定による許可申請について、別紙記載の農地法第３条第１項の

規定による許可申請については、農地法第３条第２項の各号に該当しないので、許可する。平成 31

年４月22日農業委員会会長からの提出です。 

続きまして、３ページをご覧ください。 

議案の説明に入ります前に議案第１号の表の見方について説明させていただきます。一番左は、受

付番号です。受付番号は、字コードの若い順に並べてあります。その右は、申請農地の譲渡人、次に

申請農地の譲受人となります。その次の耕作面積は、申請農地を含める前の面積となっております。

次に申請地の地番、次に登記地目を上段、現況地目を下段に記してあります。その右の上段が譲渡理

由、下段に譲受理由を記してあります。その右が今回の申請による権利の種類で、一番右側の備考欄

には、その農地の状況や関連項目について記入してあります。表の説明の方はよろしいでしょうか。 

それでは、議案について説明いたします。今月の申請件数は８件で、田16筆12,882㎡、畑２筆619

㎡、合計18筆13,501㎡です。 

１番の申請は、譲り渡し人は高齢となってきたため、将来のことを考え、後継者へ部分贈与するも

のですが、農業経営自体は変更がないものです。 

２番の申請は、昭和 48 年に住宅目的で譲渡人が農地法第５条の許可を受けましたが、都合により
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転用目的がはたせず、農地として利用されておりました。転用目的がはたせない場合は、本来５条許

可前の農地所有者へ所有権を戻す手続きが必要となりますが、本申請に併せて農地法第５条の承継を

伴う事業計画変更申請書を提出することにより、本譲渡人の所有権のままで、譲受人である農地所有

適格法人へと所有権を移転するものです。 

３番の申請は、５条５番に関連しています。 

譲渡人は２名の共有名義で、それぞれ４分の３と４分の１の所有権を有しております。表の譲渡人

の欄に１名、備考欄にもう１名を記入しております。 

譲受人は以前、木之郷町で農業をしており、このたびまとまった農地を取得することにより、農業

経営を再開するものです。農機具も準備できているとのことで、昨年度に相談があった際に、地元農

業委員の了解も得ております。 

次の４ページをご覧ください。 

４番の申請者は、３条２番と同じ農地所有適格法人で、譲渡人との間で話がまとまったため、現在、

貸借して耕作している申請地を取得することにより、経営の安定化を図るものです。 

５番の申請は、５条８番に関連しております。申請地は、譲受人の自宅に隣接しており、譲受人は

規模の拡大を図るものです。 

６番の申請は、残存小作の解消を図るもので、現在耕作している譲受人が所有権を取得するもので

す。 

７番の譲受人は、申請地の隣接地でみかんを栽培しています。このたび、労働力不足により農地の

管理に苦慮していた譲渡人との間で話がまとまったものです。 

８番の申請は、申請地同町の方から申請地同町の方への有償の所有権移転で、高齢により規模の縮

小を考えていた譲渡人との間で話がまとまったもので、譲受人は経営規模の拡大を図るものです。 

以上８件の申請につきましては、全部効率利用（利用・耕作）要件として「無断転用や荒廃農地が

ないなど、取得後において耕作の事業に供すべき農地のすべてを効率的に耕作すること」、農作業常

時従事要件として「必要な農作業に常時従事すること」、下限面積要件として「取得の結果、農地面

積の合計が 40 アール以上になること」、地域との調和要件として「周辺地域の農業上の効率かつ総

合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと」などの審査基準をすべて満たしていることから、

農地法第３条第２項の各号の不許可事項には該当しないものと考えます。 

議案第１号については以上であります。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

 

議長（会長） 

事務局の説明が終わりましたので、担当地区の委員より補足説明をお願いしたいと思います。１番

について、冨田 敏弘委員、補足説明をお願いします。 

冨田敏弘委員 別に問題ありません。 

 

議長（会長） 続きまして２番、３番について、豊田 敏計 委員 補足説明をお願いします。 

 

豊田委員   特に問題ありません。 

 

議長（会長） 続きまして４番について、荻田 昇吾 委員、補足説明をお願いします。 

 

荻田委員    別に問題ありません。 
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議長（会長） 続きまして５番について、石川 素康 委員、補足説明をお願いします。 

 

石川委員    特に問題ありません。 

 

議長（会長） 続きまして６番について、中村 能身 委員、補足説明をお願いします。 

 

中村委員    特に問題ありません。 

 

議長（会長）  続きまして７番、８番について、山内 春雄 委員、補足説明をお願いします。 

 

山内委員     別に問題ありません。 

 

議長（会長）  地区委員さんより補足説明がありましたが全体で何かご意見等ありませんか。 

 

全委員     異議なし 

 

 

議長（会長）  全員異議がないようですので、議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可

申請について」は、許可することに決定いたします。次に、議案第２号「農地法第５条第１項の規定

による許可申請について」議題といたします。それでは、事務局より説明をお願いいたします。

  

 

農地係長  

失礼いたします。それでは議案第２号について説明させていただきますので、議案書の６ページを

ご覧ください。 

 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

別紙記載の農地法第５条第１項の規定による許可申請については、同法第４条第３項の規定に基づ

き、許可の意見書を付して知事に進達する。平成31年４月22日農業委員会会長からの提出です。 

 

議案第２号の説明に入ります前に、表の見方を説明させていただきますので、次の７ページをご覧

ください。一番左は、受付番号です。その右から、申請地の譲渡人、譲受人、次に申請地の所在地で、

その右の上段が登記地目、下段が現況地目となっております。その右の上段が、今回、申請により設

定される権利内容で、下段が登記面積を記してあります。その右が、転用目的の概要を記してあり、

一番右の備考欄には、無断転用や併せ地部分、関連内容について記入してあります。なお、説明の中

で、申請者と表現するのは、農地転用を行う方となりますので譲受人となります。 

表の説明の方はよろしいでしょうか。 

 

それでは議案について説明させていただきますので、議案書及び位置図をご覧ください。 

申請件数は９件、田 12筆 5,566㎡、畑４筆 2,693㎡、登記地目がその他雑種地で現況が田の１筆

163㎡、合計17筆8,422㎡です。 
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１番の申請者は、現在、妻と子２人で市内の借家で生活しています。転用目的は非農家の自己住宅

で申請者の妻の母との間で使用貸借権を設定するものです。申請地は昭和39年より納屋が建てられ、

隣接宅地と一体的に利用されていたことから、無断転用となっており始末書が付されての追認申請と

なります。 

申請場所は観音寺市植田町字南原1024番１で、観音寺自動車学校の東約220ｍに位置し、市道出作

本大線から 30ｍほど東に入った都市計画法の未線引き地域の第２種農地で、転用面積は、田 400㎡、

併せ地の隣接宅地の進入路60.10㎡で立地基準を満たしています。 

利用計画ですが、住宅２階建て１棟80.50㎡、カーポート平屋建て１棟27.69㎡で土地利用率は27％

で、「住宅の敷地として利用される土地の面積に占める建物の建築面積の割合が500㎡以下の場合は

22%以上」であり、一般基準を満たしています。 

資金計画は、建築費2,500万円を全額借入金により賄うもので、金融機関から貸付することを証す

る証明も添付されており、一般基準の転用行為を行うのに必要な資力を満たしております。 

転用に及んだ理由ですが、申請者は借家暮らしで子供の成長に伴い手狭になってきたため、既存納

屋を取り壊して住宅を建設するものです。 

 

２番の申請者は、現在、妻と子の３人で市内の借家で生活しています。転用目的は非農家の自己住

宅で申請者の父との間で使用貸借権を設定するものです。 

申請場所は観音寺市柞田町字中出甲 643番１で、香川西部養護学校の西約 650ｍに位置し、市道鹿

隈柞田線に接した都市計画法の未線引き地域の第２種農地で、転用面積は、田500㎡です。 

利用計画ですが、住宅平屋建て１棟191.29㎡で土地利用率は38.2％です。 

資金計画は、造成費200万円、建築費3,300万円、合計3500万円を全額借入金により賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、子供の成長に伴い手狭になってきたため、実家に隣接する父の所有する

農地を使用貸借し、住宅を建設するものです。 

 

３番の転用者は株式会社三協 代表取締役 吉田孝一 様で、観音寺市植田町に主たる事務所を置

き、昭和62年設立、資本金2500万円で建築工事の設計施工、及び不動産業などを営む法人です。 

転用目的は、宅地分譲で所有権を移転しようとするものです。 

申請場所は観音寺市柞田町字間方甲 2028番１外３筆で、市立中部中学校の南西約 550ｍに位置し、

市道間方１号線に接した都市計画法の用途地域が第一種住居地域に定められた第３種農地で転用面

積は田2,899㎡です。 

 利用計画は、宅地分譲11区画で、平均区画面積は、213.24㎡となっています。 

 資金計画は、土地代880万円、造成費1,120万円、合計2,000万円を全額自己資金で賄うものです。 

 転用に及んだ理由ですが、申請者は観音寺市を中心に建築工事の設計、施工、及び不動産業を営む

法人でありますが、申請地周辺で住宅建設希望の問い合わせが多くなり、用地を探していたところ、

高齢や県外在住などにより、農地の管理に苦慮しているという不動産情報を得たため、転用申請に及

んだものです。譲渡人の一覧は別紙10ページを参照してください。 

申請地は学校や幹線道路までが近いため住環境もよく、分譲物件に対する需要もあることから売却

見込みもあります。 

 また、用途地域内で宅地分譲を行う場合は、分譲後３年以内に住宅の建築を行わない場合は、宅地
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の買い戻しを行わなければならないもので、それを証する契約書も提出されております。なお、本申

請地の一部分に無断転用地がありましたので、始末書も添付されております。 

 

４番の申請者は、有限会社魚繁で代表取締役を務めております。 

 転用目的は、貸駐車場で、所有権を移転しようとするものです。 

 申請場所は、観音寺市柞田町字落井手乙 820番 1で、市立柞田小学校の西約 500ｍに位置し、主要

地方道観音寺佐野線に接した都市計画法の未線引き地域の第２種農地で、転用面積は、田370㎡、併

せ地2901.14㎡、合計3271.14㎡です。 

 利用計画は、マイクロバス用３台分と普通車用８台分の貸駐車場です。 

 資金計画は、土地代200万円、造成費200万円、合計400万円を全額自己資金で賄うものです。 

 転用に及んだ理由ですが、申請者は、隣接地で貸席を兼ね備えた料理仕出し業を営んでおります。

現在、58台分の駐車場にマイクロバス３台と従業員の車を 15台駐車し、残りを来客用駐車場として

おります。近年、法事を自宅でする方が減り、貸席を利用される方が増え、さらに複数の団体の利用

が度々重なることがあります。そのたびに駐車場不足に苦慮しており、利用者に迷惑をかけておりま

した。また、現在、マイクロバスの駐車場を併せ地の奥側に設けていることから、満車時には、マイ

クロバスの転回にも支障をきたしております。そこで、周辺で駐車場用地を探していたところ、平成

29 年に相続したものの県道や宅地に囲まれているため管理に苦慮していた譲渡人との間で話がまと

まったため計画に着手するものです。 

 

５番の申請は、３条３番に関連しております。申請者は、現在、妻の実家で妻と妻の弟夫婦と４人

で生活しております。 

転用目的は、住宅拡張（農家住宅）で所有権を移転するものです。 

申請場所は、観音寺市池之尻町字中島 535番 1で、市立豊田小学校の北約 800ｍのに位置し、主要

地方道込野観音寺線と市道粟屋４号線に接した都市計画区域外の第２種農地で、転用面積は、田 503

㎡です。 

利用計画ですが、農家住宅平屋建て1棟151.38㎡で、土地利用率は、30.0％です。「住宅の敷地と

して利用される土地の面積に占める建物の建築面積の割合が500㎡を超える場合は30%以上」であり、

一般基準を満たしています。 

資金計画は、土地代100万円、造成費100万円、建築費1,300万円、合計1,500万円を全額自己資

金で賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、同居の妻の弟が最近結婚したため手狭になってきたことから、住宅建設

を計画したものです。平成 28 年に相続したものの県外在住で、農地の管理に苦慮しているという譲

渡人の不動産情報を得て、譲ってほしいと相談したところ意向が合致したため計画に着手するもので

す。申請地は、３条の３番で取得を計画している農地に近接していることから、利便性も見込まれる

ものです。 

 

６番の申請者は、株式会社マイスエー 代表取締役 安藤佳樹様で、三豊市山本町に主たる事務所

を置き、平成28年設立、資本金500万円で、太陽光発電システムの設置、施工などを営む法人です。 

転用目的は、太陽光発電システムで、所有権を移転しようとするものです。 

申請場所は、観音寺市大野原町萩原字大谷乙321番で、萩原寺から南東に約1200ｍに位置し、都市



7 

 

計画区域外の第２種農地で、転用面積は畑2330㎡です。 

利用計画は、太陽光発電システム18基で、パネル枚数は752枚、1枚当たりのパネル面積は約1.63

㎡で、総パネル面積は1230㎡、発電出力は162kwです。 

資金計画は、土地代11万6千5百円、造成費100万円、建築費6230万円、合計6,341万6千5百

円を全額自己資金で賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、申請者は、再生可能エネルギー売電事業を営んでおり、2000㎡規模の用

地を探していたところ、平成 24 年に相続したものの、傾斜地のため管理に苦慮していた申請地の不

動産情報を得て、土地所有者と交渉したところ意向が合致したため計画に着手するものです。経済産

業省の認可も得ており、また、被害防除計画も適切になされ、転用面積が 2,000㎡以上の場合に必要

となる隣接農地関係者の同意も得ていることから許可相当と判断するものです。 

 

７番の申請者は、譲渡人の子と孫にあたり、譲受人の２人は親子です。転用目的は、納屋平屋建て

１棟、住宅２階建て２棟で、譲渡人との間でそれぞれ使用貸借権を設定するものです。 

申請場所は、観音寺市大野原町大野原字大鞘1491番外３筆で、大野原支所の南西約320ｍに位置し、

市道下木屋豆塚線に接した都市計画区域外の第２種農地です。 

転用面積は、田510㎡、畑283㎡、併せ地の宅地部分716.52㎡、用途廃止する農道部分29.01㎡、

合計1538.53㎡です。 

利用計画は、父が建設済みの納屋平屋建て1棟147.04㎡及び分家住宅２階建て１棟136.97㎡並び

に新たに建設する子の住宅２階建て１棟 77.84㎡及びカーポート平屋建て１棟 26.79㎡です。また、

併せ地を含めた敷地には、既存住宅を含めて３戸の住宅及び納屋が建設される計画となっており、全

体の土地利用率42.0％で30％以上の一般基準を満たしています。 

資金計画は、造成費300万円、建築費 2,200万円、合計2,500万円を全額借入金で賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、現在、父の実家で６人で居住しております。子の子供が大きくなるにつ

れ手狭になってきたため、子が実家に隣接する祖父が所有する農地を貸借し、新築住宅を建設しよう

としたところ、父が建設した実家の一部及び納屋が農地に建てられていると判明したため、併せて追

認申請を行うものです。 

 

８番の申請は、３条５番に関連しております。 

申請場所は、観音寺市大野原町大野原字桐之木3717番３外１筆で、市立大野原小学校の北西約800

ｍに位置し、市道林残水線に接した都市計画区域外の第２種農地で、転用面積は、畑 80 ㎡、併せ地

1062.59㎡、合計1142.59㎡です。 

転用目的は、住宅拡張で所有権を移転するものです。 

利用計画は、農家住宅平屋建て１棟 164.94㎡で、既存住宅を含めた全体の土地利用率は 45.1％で

30％以上の一般基準を満たしています。 

資金計画は、土地代20万円を全額自己資金で賄うものです。 

転用に及んだ理由は、今般、所有地を調べていたところ、隣接農地に住宅がはみ出ていたことが判

明したため始末書を付して追認申請するものです。 

 

９番の申請場所は、観音寺市大野原町中姫字原田85番８外１筆で、萩の丘公園から北に約820ｍに

位置し、県道福田原観音寺線の福田橋から北に 200ｍほど入った都市計画区域外の第２種農地で、転
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用面積は田384㎡及び登記地目が雑種地で現況地目が田の163㎡、合計547㎡です。 

転用目的は、太陽光発電システムで、所有権を移転しようとするものです。 

利用計画は、太陽光発電システム４基、パネル枚数は196枚、1枚当たりのパネル面積は約1.63㎡

で総パネル面積は318.86㎡、発電出力は49.5kwです。 

資金計画は、土地代 85万円、造成費 120万円、建築費 1095万円、合計 1300万円を全額借入金で

賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、子供の大学費用の援助や、親の介護費用を考えると現在の収入に不安を

感じており、売電事業を営むことにより安定した収入を得ようと考え、300 ㎡規模の土地を探してい

たところ、兼業により農地の管理に苦慮していた土地所有者との話し合いがまとまったため、計画に

着手するものです。 

 

議案第２号については以上であります。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議長（会長）  事務局の説明が終わりましたので、担当地区の委員より補足説明をお願いしたいと

思います。 

 

議長（会長）   １番について 小西 修 委員、補足説明をお願いします。 

 

小西委員     特に問題ありません。 

 

議長（会長）   ２番、３番について 黒田 直文 委員、補足説明をお願いします。 

 

黒田委員      別に問題ありません。 

 

議長（会長）   ４番について 冨田 敏弘 委員、補足説明をお願いします。 

 

冨田委員      問題なし 

 

議長（会長）   ５番について 豊田 敏計 委員、補足説明をお願いします。 

 

豊田委員     特に問題ありません。 

 

議長（会長）    ６番について 岡下 定幹 委員、補足説明をお願いします。 

 

岡下委員     別に問題ありません。 

 

議長（会長）   ７番について 中村 能身 委員、補足説明をお願いします。 

 

中村委員      特に問題ありません。 

 

議長（会長）   ８番について 石川 素康 委員、補足説明をお願いします。 

 

石川委員      別に問題ありません。 

 

議長（会長）    ９番について 中村 能身 委員、補足説明をお願いします。 

 

中村委員      問題ありません。 
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議長（会長）   地区委員さんより補足説明がありましたが全体で何かご意見等ありませんか。 

   

 

全委員      異議なし     

 

 

議長（会長）  全員異議がないようですので、議案第２号「農地法第５条第１項の規定による許可

申請について」は、意見書を付して知事に進達します。次に、議案第３号「非農地証明願いについて」

議題とします。それでは、事務局に説明を求めます。 

 

農地係長 

失礼いたします。 

それでは議案第３号について説明させていただきますので、議案書の11ページをご覧ください。 

議案第３号非農地証明について、別紙記載の非農地証明については、観音寺市非農地証明に係る事

務処理要領により、承認する。平成31年４月22日農業委員会会長からの提出です。 

議案第３号の説明に入ります前に、表の見方を説明させていただきますので、次の 12 ページをご

覧ください。一番左は、受付番号です。その右から、申請人、次に申請地の所在地で、その右の上段

が登記地目、下段が現況地目となっております。その右に登記面積を記してあります。その右が、非

農地となった年月日、一番右の備考欄には、非農地となった時期及び理由を記載しております。 

 

それでは議案について説明させていただきますので、併せて位置図をご覧ください。 

 

申請件数は２件、田２筆340㎡、畑３筆721㎡、合計５筆1061㎡です。 

 

１番の申請地は、観音寺市新田町字粟屋上 2237番１外２筆で市立豊田小学校の北西 1300ｍに位置

し、市道粟屋３号線に接した登記地目は田、現況地目は宅地340㎡、登記地目は畑、現況地目は宅地

195㎡で、合計面積は535㎡となっております。 

申請地は、昭和 26 年から宅地として利用しており、市内部でも当時の航空写真を確認し、宅地で

あったことが確認できています。非農地の認定基準の「農地法の施行前から引き続き非農地であった

もの」に該当するものです。 

 

２番の申請地は、観音寺市大野原町萩原字大谷2843番外１筆で萩原寺の南東約500ｍに位置し、登

記地目が畑、現況地目が山林で、面積は526㎡となっております。 

申請地は、昭和 60 年頃まで果樹園として利用していたが、傾斜地であり通作道も狭いため管理が

行き届かなくなり30年以上放棄され山林化しています。 

非農地の認定基準の「耕作不適当等のやむを得ない事情により、20年以上にわたり耕作放棄された

ため自然潰廃
かいはい

し、農地としての復旧が著しく困難になった土地」に該当するものです。 
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議案第３号については、以上であります。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議長（会長） 事務局の説明が終わりましたので、担当地区の委員より補足説明をお願いしたいと思

います。１番について、豊田 敏計 委員 補足説明をお願いします。 

 

豊田委員   異議なし 

 

議長（会長） 次に、２番について、岡下 定幹 委員、補足説明をお願いいたします。 

 

岡下委員   特に問題ありません。 

 

議長（会長） 地区委員さんより補足説明がありましたが全体で何かご意見等ありませんか。 

    

 

全委員    異議なし 

 

議長（会長） 異議がないようですので、議案第３号「非農地証明願について」は、承認することに

決定させていただきます。引き続きまして、議案第４号「観音寺市農用地利用集積計画（案）につい

て」議題といたします。それでは、事務局に説明を求めます。 

 

 

農政係長 

失礼します。議案説明の前に事前に配布しております議案４号及び５号について、４月１９日に本

人より取下したいと申し出がありましたので、28ページ以降について本日配布しております議案書に

差し替えをお願いします。それでは、議案第４号について、説明させていただきますので、議案書の

13ページをお開きください。 

議案第４号観音寺市農用地利用集積計画（案）について 

別紙記載の観音寺市農業経営基盤強化促進基本構想に基づく「観音寺市 農用地 利用集積計画

（案）」については、農業経営基盤強化促進法 第１８条第１項の規定により、原案のとおり決定す

る。平成31年４月22日 農業委員会 会長よりの提出です。 

次の14ページをご覧ください。 

農用地利用集積計画とは、農用地の貸し借りや売買の申出内容を市が 15ページから27ページのよ

うに農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会で審議・決定（基盤強化違法第１８条第１項）を経

て、市が公告するものです。 

15ページの受付番号１をご覧ください。下段に「利用権を設定する者」農地を所有する者の住所・

氏名を記載しております。上段に「利用権の設定を受ける者」農地を借りる者の住所・氏名を記載し

ています。その横の耕作面積の欄には農地を借り受ける者の借り受け前の耕作面積を記載しています。

その右横から順に、今回貸借する土地の所在地及び地目、登記面積、利用目的、賃借の場合の 10ａあ

たりの賃料、権利の種類、貸借する期間を記載しています。一番右の備考欄に「設定」記載されてい

るものは新たな貸借で、更新の場合には「再設定」と記載しています。また、「認定農業者」や「認

定新規就農者」と記載があるものは、農地を借り受ける者の担い手の区分について記載しています。 

 

次の14ページに戻ってください。 

農用地利用 集積計画 総括表（利用権設定）平成31年４月26日公告（案）ですが、こちらは、通

常の利用権設定による貸借について 集計したものです。表の一番左に地区名、表の半分から左は田

の貸借の設定状況、半分から右は畑の貸借状況、一番右は地区ごとの田、畑の合計面積を記載してお

ります。 

それでは、今月の地区ごとの 設定面積の合計を 報告させていただきます。 

高室地区    ５，７０３㎡、 

柞田地区   １３，８４２㎡ 
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木之郷地区   １，２５２㎡ 

粟井地区   １６，９５８㎡ 

一ノ谷地区   １，９１８㎡ 

大野原地区  ４０，８４２㎡ 

豊浜地区    ４，８５９㎡ 

田８８筆、面積 ８０，９０６㎡、畑３筆４，４６８㎡、 

総計９１筆、８５，３７４㎡となっております。今月は４２件の申出がありました。 

申出の中で、２名について紹介させていただきます。 

16ページの５番から７番をご覧ください。植田町の高橋卓志さん 35歳ですが、２月にも申し出が

あった方で、本年１月まで民間企業で就職されておりましたが、退職を期にブロッコリー等の露地野

菜による農業経営を開始した方です。農舎及び農機具については、妻の父が所有しているものを借り

受けるものです。現在、青年等就農計画の認定申請を市に提出しており、明日開催されます観音寺市

地域担い手育成総合支援協議会で審議され、認められましたら認定新規就農者となるものです。そし

て就農直後の経営確立を支援する資金として農業次世代人材投資資金経営開始型を活用し、国より年

間 150万円、最長５年間の交付を受ける予定です。また、その計画では本年８月から 11月に香川県

農業大学で研修を受ける予定となっております。 

続きまして18・19ページの13番をご覧ください。 

安藤大介さん 36歳です。昨年 9月より認定新規就農者として露地野菜を中心とした農業経営を行

っています。先ほどの高橋さんと同様に青年等就農資金の交付を受けていますが、交付の要件の一つ

に1年以内に独立就農していることされています。昨年度までは独立就農とは農地を自分名義で取得

し権利取得している必要がありました。本年度より利用権設定でも可能と要件が緩和されたため、父

親名義の農地を使用貸借するものです。 

その他には特に気になる案件はありませんので、個々の説明は省略させていただきます。 

 

一通りお目通しいただきまして、本日配布しております議案書の 28ページまでお進みください。 

 

こちらの表は、農地の出し手（所有者）から公益財団法人 香川県農地機構へ農地を貸し出しする

ための申し出を集計したものです。香川県農地機構とは、県知事指定の公益財団法人で、農地の出し

手と受け手の間(あいだ)に入って、貸借(たいしゃく)等をまとめる機関であり、農業委員会事務局に

宮崎さんと柿久保さんの２名の農地集積専門員が常駐しています。 

それでは、今月の農地機構への農地の貸し出しについて、該当する地区の集積面積の合計を報告さ

せていただきます。 

柞田地区4,973㎡、 

木之郷地区1,916㎡ 

豊田地区1,576㎡、 

粟井地区889㎡ 

大野原地区27,134㎡、 

豊浜地区1,286㎡ 

13件の田 18筆、16,043㎡、畑 21筆、21,731㎡、合計 39筆、37,774㎡が、機構への集積となり

ます。 

今月は、６年以上10年未満の契約が10％、10年契約が90％となっています。 

また、賃借と使用貸借の割合は、賃借が67％で使用貸借が33％となっています。 

 

農地の出し手及び土地の所在地等につきましては、29ページから 33ページをご確認いただきまし

て、何かありましたらご質問ください。 

 

議案第４号の説明については、以上で終わります。 

ご審議 よろしく お願いいたします。 
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議長（会長） 事務局の説明が終わりましたが、議案第４号について何かご意見はありませんか。 

  

全委員    特に問題ありません。 

 

議長（会長） 特にないようですので、議案第４号観音寺市農用地利用集積計画（案）に対する意見

は、「特になし」ということ  で決定させていただきます。引き続きまして、議案第５号「農地中

間管理事業農用地利用配分計画（案）について」議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

 

農政係長 

議案第５号について、説明させていただきますので、議案書34ページをご覧ください。 

議案第５号 農地中間管理事業農用地利用配分計画（案）について 

別紙記載の、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条による「農用地利用配分計画（案）」

の作成にあたり、公益財団法人香川県農地機構 農地中間管理事業の実施に関する規程第１２条第３

項の規定により意見を聴取する。平成３１年４月２２日 農業委員会 会長よりの提出です。 

 

次の35ページをご覧ください。 

こちらの配分計画は、字が小さくて分かりづらいと思いますが、農地機構が一旦借り受けた農地を

借受希望者へ貸借するものです。先ほどの議案第４号でご承認いただきました 15 件の借受予定者及

び利用計画はそれぞれ右半分に記載しております。 

 

借受予定者の担い手区分を報告させていただきますが、 

１番から４番は認定農業者、５番は認定新規就農者、６番は認定農業者、７番はＮＰＯ法人、８番

から 10番は農地所有適格法人、11番・12番は認定新規就農者、13番は農地所有適格法人、14番は

認定農業者、15番は農地所有適格法人です。いずれの法人も農業経営改善計画の認定を受けた認定農

業者です。 

法人と個人が担う割合は、法人が全体の52％で個人が48％を担うこととなっています。 

35ページ6番をご覧ください。高橋直樹さんの父親名義で使用貸借していたものですが、借り人が

亡くなったことにより民法上契約が終了していたものです。そのため、今般、正式に契約を締結する

ものです。 

次の７番をご覧ください。こちらは残存小作地であったため、農地機構が取り扱うことができなか

ったものですが、本貸借権の設定に先立ち、小作権について合意解約が成立することができたため、

農地機構を通じて貸借権を設定するものです。 

次の 36ページ 10番から 13番をご覧ください。こちらは貸人が体調を崩して農業経営を継続する

ことが困難となったために、農地機構に相談があり貸借に結び付けていただいたものです。10番・13

番は地元で果樹栽培による経営を行っている有限会社藤川果樹園さんに、また、11 番・12 番は藤川

果樹園から「のれん分け」により認定新規就農者となった岡田さんへ引き継がれるものです。 

その他については、特に気になる案件はありませんでしたので、説明は省略させていただきます。 

今後の手続きとしましては、機構が、こちらの案に基づいて、正式な配分計画を作成し、県知事へ

提出します。その後、認可・公告縦覧を経て、実際に借受予定者へ農地が貸し付けられますのは、６

月１日からとなります。 

 

議案第５号の説明については、以上で終わります。 

ご審議 よろしく お願いいたします。 

 

議長（会長） 事務局の説明が終わりましたが、議案第５号について何かご意見はありませんか。 

 

全委員    異議なし 
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議長（会長） 特にないようですので、議案第５号農地中間管理事業農用地利用配分計画（案）に対

する意見は、「特になし」ということで決定させていただきます。 

以上で全ての議案が終了しました。ご協力ありがとうございました。 

 

副会長    スムーズな議事進行ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします 

 

 

 

 

 

 


