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観音寺市農業委員会定例会議事録 

 

１ 開催日時  令和元年５月20日（月） 午後２時３０分～午後３時３０分 

     

２ 開催場所  琴弾荘 １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） 

 

欠席委員 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４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 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４号 非農地証明願について 

議案第５号 農用地利用集積計画（案）について 

議案第６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２時３０分 開会）       

事務局長 ただ今から令和元年度観音寺市農業委員会第２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ますので、成立していることをご報告いたします。それでは、森

川会長、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。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、４番 荻田 昇吾 委員、並びに１２番 山下 大輔 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。 

まず、議案に入ります前に、議案書の訂正をお願いいたします。 

議案書の４ページの３行目にあります「同法施行令第７条」を「同法第４条第３項」に訂正をお願

いします。次に、６ページの３行目にあります「同法施行令第 15 条」を「同法第４条第３項」に訂

正をお願いします。訂正については以上です。大変お手数をおかけいたしました。 

それでは、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。令和元年５月20日農業委員会会長からの提出です。 

議案書３ページをご覧ください。 

申請件数は３件で、田２筆2,490㎡、畑２筆5,729㎡、合計４筆8,219㎡です。 

１番の申請は、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

は申請地の隣接農地も耕作しており、経営規模の拡大を図るものです。 

２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。 

３番の申請地は国庫補助事業で「かんきつモデル果樹園」を整備した県有財産の１種農地で、入札

に参加するために競公売買受適格証明を３月１日に交付しており、３月定例会にて報告させていただ

いております。申請者は３月 25 日に香川県で実施された県有財産の一般競争入札の落札者で、取得

後は、引き続きみかん栽培を行う旨の営農計画書も提出されております。 

以上３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。 
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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。 

 

冨田委員 問題ありません。 

 

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

 

合田委員   問題なしです。 

議長（会長）   続きまして３番について、小出 章寛 委員から、問題なしと聞いております。 

 

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４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４ページをご覧ください。議案第２号 農地法第４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４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。令和元年５月 20 日農業委員会会長からの提出です。申請件数

は２件、田２筆1261㎡です。 

議案書５ページ及び位置図をご覧ください。 

１番の申請場所は、観音寺市出作町字川西 408番で市立中部中学校の東約 900ｍに位置し、市道出

作２号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429㎡、併せ地495.86㎡、

合計924.86㎡であります。 

転用目的及び利用計画は、住宅拡張で、住宅平屋建て１棟77.00㎡、農業用倉庫平屋建て１棟60.00

㎡で、併せ地の既存住宅を含めた土地利用率は、37.3％です。 

資金計画は、建築費400万円を全額自己資金で賄っております。 

転用に及んだ理由は、所有地を確認していたところ、申請地が農地であると判明したため、追認申

請するものです。平成３年頃、農機具置場が不足していたこともあり、母屋に隣接している申請地に

農業用倉庫を建設し、その後、子夫婦が暮らすための住宅を建設したもので、始末書も添付されてお

ります。 

 

２番の申請場所は、観音寺市吉岡町字畔田55番１で市立一ノ谷小学校の北西約630ｍに位置し、市

道吉岡江藤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832㎡です。 

転用目的及び利用計画は、２世帯住宅２階建て１棟130.42㎡、テラス平屋建て１棟6.96㎡、車庫
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平屋建て１棟37.54㎡、カーポート平屋建て３棟81.51㎡で土地利用率は30.82％です。 

資金計画は、造成費200万円、建築費 4500万円、合計4700万円を全額自己資金で賄うものです。 

転用に及んだ理由は、香川県による一の谷川総合流域防災河川事業に伴い自宅敷地が全て収容され

ることになったため、自己所有農地に新たな２世帯住宅を建設するものです。 

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    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」の声     

 

 

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４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「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  議案第３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。令和元年５月20日農業委員会会長からの提出です。 

 申請件数は10件で、田14筆5863㎡、畑１筆555㎡、合計15筆6418㎡です。 

 

１番の申請者は、現在、妻と子供３人の５人で市内の借家で生活しています。転用目的は非農家の

自己住宅及び貸駐車場で所有権を移転するものです。 

申請場所は観音寺市室本町字山下1145番８で、市立観音寺中学校の北東約630ｍに位置し、市道当

免西上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 555㎡です。 

利用計画ですが、住宅２階建て１棟73.70㎡、カーポート平屋建て１棟31.10、貸駐車場２台分で住

宅敷地部分の土地利用率は24.27％です。 

資金計画は、土地代 625万円、造成費 300万円、建築費 2350万円、合計 3275万円を全額借入金に

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、実家に近接する農地を取得し、
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自己住宅を建設するものです。また、兄と母が現在、貸駐車場を借りていますが、申請地の一部を兄

と母に貸すことができれば、申請地を有効利用できると考え計画に着手するものです。 

 

２番の申請場所は、観音寺市柞田町字川原堂丙 1487番１で市立柞田小学校の北約 150ｍに位置し、

市道川原堂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219㎡、併せ地267.76

㎡、合計486.76㎡です。 

転用目的及び利用計画は、駐車場４台分です。 

資金計画は、土地代70万円、造成費100万円、合計170万円を全額自己資金で賄うものです。 

転用に及んだ理由は、申請者は６人家族で生活しており全員が車を所有しております。自宅には駐

車できない４台を近隣の叔父の土地を貸借し駐車していますが、近日中に叔父の土地が売却されるこ

ととなったため、近隣で土地を探していたところ、平成９年に相続したものの、会社に勤めているた

め不作地となっていた土地所有者との話がまとまったため転用に及んだものです。 

 

３番の申請者は、現在、自宅で整体を経営しております。転用目的及び利用計画は進入路で所有権

を移転するものです。 

申請場所は観音寺市新田町字黒嶋 1967番１で、市立豊田小学校の北約 1000ｍに位置し、主要地方

道善通寺大野原線に接した都市計画区域外の第２種農地で、転用面積は、登記地目が田、現況地目が

宅地 124㎡、併せ地 1221.59㎡、合計 1345.59㎡です。資金計画は、土地代 10万円、造成費 100万

円、合計110万円を全額自己資金で賄っております。 

転用に及んだ理由は、申請地に隣接する宅地には、昭和20年頃亡き祖父が自宅を建築しそれ以降、

申請地の一部を進入路として利用しておりました。平成15年頃自営で始めた整体が軌道に乗り始め、

車の出入りが増えたため進入路を拡張しました。このたび土地の整理を行っていたところ申請地が農

地であることが判明したため、始末書が付されての追認申請となります。 

 

４番の申請場所は、観音寺市大野原町萩原字東大造589番外１筆で、ほっとはうす萩から南に約1200

ｍに位置し、市道大造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1419㎡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396枚、1枚当たりのパネル面積は約1.49㎡

で総パネル面積は588.06㎡、発電出力は49.5kwです。 

資金計画は、土地代 110万円、造成費 137万円、建築費 953万円、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、老後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、1500㎡規模の土地を探していたところ、市外在住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。 

 

５番の申請者は、個人で不動産業を営んでおり、宅地建物取引業者免許証も添付されております。 

転用目的は、建売分譲住宅で、所有権を移転しようとするものです。 

申請場所は、観音寺市大野原町大野原字桐之木 3759 番４外３筆で、大野原インターチェンジの北

東約680ｍに位置し、市道側道７号線から50ｍほど入った都市計画区域外の第２種農地で、転用面積

は田1470㎡、併せ地50㎡、合計1520㎡です。 
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利用計画は、建売分譲住宅２階建て３棟261.45㎡で、実測平均区画288.25㎡、平均建築面積87.15

㎡、平均利用率30.2％となっています。 

資金計画は、土地代300万円、造成費600万円、建築費3300万円、合計4200万円を、全額自己資

金で賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、当該申請地の区域で新居を構えたいという問い合わせがあることなどか

ら高い需要があるものと見込み、分譲住宅用地を探していたところ、昭和 61 年に時効取得をしたも

のの管理に苦慮していた製紙業者と、県外在住により管理に苦慮していた土地所有者との間で意向が

合致したため計画したものであります。申請地から、保育所、幼稚園、小学校、中学校までが１ｋｍ

圏内であり教育施設が充実しており、且つ幹線道路へのアクセスも良く周辺は宅地化されております。

また、建築確認の見込みもあることから許可相当と判断するものです。 

 

６番の申請者は、株式会社ヤマダ工芸 代表取締役 山田哲男 様で、観音寺市粟井町に主たる事

務所を置き、平成３年設立、資本金1,000万円で、建築金物工事業などを営む法人です。 

転用目的は、工場兼事務所で所有権を移転するものです。 

申請場所は、観音寺市大野原町花稲字東三嶋 196 番 1 で、大野原インターチェンジの北西約 1500

ｍに位置し、主要地方道丸亀詫間豊浜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 1336

㎡、併せ地1134㎡、合計2470㎡です。 

利用計画ですが、工場兼事務所平屋建1棟720㎡です。 

資金計画は、土地代 1750万円、造成費 300万円、建築費 3000万円、合計 5050万円を全額自己資

金で賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、申請者は、主に建築金物工事業を営んでおりますが、業績が好調であり、

現在の施設では対応ができなくなったため、新工場の建設を計画しました。幹線道路に面しており交

通の便が良い申請地周辺で用地を探していたところ、高齢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ため、計画に着手するものです。地元土地改良区の同意も得られ、被害防除計

画も適切になされているため、許可相当と判断いたします。 

 

７番の申請者は、現在、夫と子ども１人の３人で市外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所有権を移転するものです。 

申請場所は観音寺市豊浜町姫浜字下喜吐地911番２外1筆で、観音寺市ちょうさ会館の南約80ｍに

位置し、国道11号から50ｍほど南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643㎡、併せ地203.66㎡、合計846.66㎡です。 

利用計画ですが、住宅平屋建て１棟200.51㎡で土地利用率は31.1％です。 

資金計画は、土地代400万円、造成費200万円、建築費3750万円、合計4350万円を自己資金1850

万円、借入金2500万円で賄うものです。 

転用に及んだ理由は、申請者は、現在、借家で３人で生活していますが、子供の成長に伴い手狭に

なってきったため、実家の周辺で土地を探していたところ、平成6年に相続したものの近年は高齢の

ため管理に苦慮していた実家に隣接する農地の所有者との間で話がまとまったため、転用に及んだも

のです。 

 

８番・９番・10番は関連がありますので、まとめて説明させていただきます。 
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８番の申請者は妻の実家で妻と子供３人と妻の母の６人で暮らしています。また、９番の申請者は

妻と子供２人の４人で市内の借家で暮らしています。申請者の２人は友人であり、同地区に友人がた

くさんいることから、同地区内で住宅用地を捜していたところ、平成 26 年に相続したものの兼業農

家であ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、それぞれ転用に着手するもの

です。 

申請場所は観音寺市豊浜町和田字岡甲 143番１外２筆で、豊浜支所の南西約 500ｍに位置し、市道

本町堀切から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、転用面積の合計は、田

652 ㎡です。本申請に際し、宅地２筆と公衆用道路１筆に分筆し、売買及び贈与しようとするもので

す。 

不特定多数の人を相手として、反復継続して取引を行う場合には、宅地建物取引業法第３条第１項

により、知事又は国土交通大臣の免許を受けなければならないとされていますが、今回の譲渡人の所

有農地はこの１筆だけであるため、反復継続性は認められず、今後、宅地又は建物の売買を行う予定

がない旨の県知事あての誓約書も添付されております。さらに８番と９番の北側道路は建築基準法 42

条２項道路であるため、道路の中心部分から２ｍ後退させて建築しなければならず、この後退部分の

36㎡については、地元の自治会の公衆用道路として管理するために贈与するものです。 

利用計画ですが、８番については、住宅２階建て１棟 77.16㎡で土地利用率は 25.0％、９番につい

ては、住宅平屋建て１棟 126.69㎡で土地利用率は 41.1％で、それぞれ利用率も満たしているため、

許可相当と判断いたします。 

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。 

 

議長（会長） １番については、私が補足説明を行います。特に問題ありません。 

 

 

議長（会長） ２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   問題ありません。 

 

議長（会長） 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） ４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   問題ありません。 

 

議長（会長） ５番について 石川 素康 委員、補足説明をお願いします。 
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石川委員   問題ありません。 

 

議長（会長） ６番について 合田 亘 委員、補足説明をお願いします。 

 

 

合田委員   問題なしです。 

 

議長（会長） ７番について 川下 肇 委員、補足説明をお願いします。 

 

 

川下委員    問題ありません。 

 

 

議長（会長）  ８番、９番、10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     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３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４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４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４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。令和元年５月20日農業委員会会長からの提出です。 

申請件数は１件、畑１筆198㎡です。 

 

１番の申請地は、観音寺市大野原町田野々字竹の谷乙532番143で、豊稔池の堰堤から西に約3000

ｍに位置し、登記地目は畑、現況地目は山林で、面積は198㎡となっております。 

申請地は、当時、みかん畑として管理されておりましたが、体調を崩したため管理に苦慮し、また

急傾斜地であったため25年以上耕作放棄され山林化されています。 

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。 

 

議案第４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。 
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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、今井 康博 委員 補足説明をお願いします。 

 

今井委員   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、全体で何かご意見はございませんか。 

 

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４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５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。 

 

事務局次長（農政管理係長） 失礼します。それでは、議案第５号について、説明させていただきま

すので、議案書の13ページをお開きください。 

議案第５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。令和元年５月20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 総括表（利用権設定）令和元年５月 31 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。 

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。 

観音寺地区   ２，４９１㎡ 

高室地区    ３，５３４㎡ 

常磐地区    ２，２９７㎡ 

柞田地区    ４，８８６㎡ 

豊田地区   １１，３２９㎡ 

粟井地区    １，９４２㎡ 

一ノ谷地区  ５２，００４㎡ のうち、表の一番下にも記載しているとおり、期間借地として３

年未満の賃借権４７，１６９㎡と使用貸借権３，８７２㎡の設定となっています。 

大野原地区  ３１，１３０㎡ 

豊浜地区   １６，８２９㎡ 

田160筆、面積 121,946.12㎡、畑７筆4,496㎡、 

総計167筆、126,442.12㎡となっております。今月は87件の申出がありました。 

申出の中で、耕作面積が無い方がいますので、それについて紹介させていただきます。 

19ページの18番から37ページ69番までについては先程の期間借地の貸借となります。19ページ

の18番及び20ページ19番をご覧ください。水稲の作付け期間の６月から10月の間については一ノ

谷生産組合の構成員である個人３名がそれぞれ借り受け個人の農業経営とするものです。また、麦の

作付け期間の 11月から 5月の間については、平成 30年 11月２日に設立した農事組合法人一ノ谷生

産組合が借り受けることとなります。 
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次に43ページの85番・86番をご覧ください。 

豊浜町和田の齋藤友宏さん 33 歳ですが、７年程前に萩原の認定農業者である親元に就農（齋藤徳

夫さん）しており、５年程前からは本人名義で産直市に出荷をしておりました。また、２年程前に兄

が親元就農したこともあり、この度、親の経営と別部門として、唐辛子、タマネギ、ニンニク、キク

イモと冬場はレタスとブロッコリーを作付ける計画で認定新規就農者の認定を受ける手続きを進め

ております。新規就農サポート事業や青年等就農資金等の活用を考えています。 

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 45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。 

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。 

高室地区1,874㎡ 

木之郷地区5,174㎡ 

一ノ谷地区1,928㎡、 

大野原地区14,137㎡、 

豊浜地区17,488㎡ 

16件の田 49筆、40,449.91㎡、畑 1筆、151㎡、合計 50筆、40,600.91㎡が、機構への集積とな

ります。 

今月は、6年未満の契約が21％、６年以上10年未満の契約が40％、10年契約が39％となっていま

す。 

また、賃借と使用貸借の割合は、賃借が81％で使用貸借が19％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、次の46ページから51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       

 

議長（会長） 特にないようですので、議案第５号観音寺市農用地利用集積計画（案）について、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６号農地中間管理事業

農用地利用配分計画（案）を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

事務局次長（農政管理係長） 議案第６号について、説明させていただきますので、議案書 52 ペ

ージをご覧ください。 

議案第６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。 

令和元年５月20日 農業委員会 会長よりの提出です。 
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次の53ぺージをご覧ください。 

こちらの配分計画は、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５号でご承認いただきました 16 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３番は認定農業者、4番は農地所有適格法人、5番・6番は認定農業者、７番は農地所有適

格法人、8番は認定農業者、９番から 13番は認定新規就農者、14番は農地所有適格法人、15番・16

番は認定農業者です。いずれの法人も農業経営改善計画等の認定を受けています。 

法人と個人が担う割合は、法人が全体の36％で個人が64％を担うこととなっています。 

期間満了により基盤強化促進法による貸借からの切り替えを含みますが、いずれも新規の扱いとな

ります。53ページの1番・2番は、期間満了により基盤強化法から農地機構を通じた貸借への切り替

えで借り受け人は変更なしです。9番・10番・14番は期間満了により基盤強化法から農地機構を通じ

た貸借に切り替えたものですが、同時に借り受け人が農地所有適格法人へと変更されています。15番

の乙 1484番 2は新規ですが、その他 2筆は父親名義で使用貸借していたものですが、期間満了に伴

い、子である認定農業者が農地機構を通じて使用貸借権を設定するものです。 

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、７

月１日からとなります。 

 

議案第６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６号について何かご意見はありませんか。 

  

全委員 異議なし 

 

議長（会長） 特にないようですので、議案第６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。 

 

議長（会長）  以上で、本日の議事は全て終了いたしました。副会長、閉会の挨拶をお願いいたし

ます。 

 

副会長     それでは、以上を持ちまして、令和元年度第２回農業委員会定例会を閉会いたしま

す。ご審議お疲れ様でした。 

 

＜午後３時３０分閉会＞        

 

            

 

 

 

 

 


