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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６月１９日（水） 午後１時００分～午後２時４５分 

     

２ 開催場所  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 

14番 小出 章寛 

15番 合田 亘 

16番 山内 春雄 

18番 合田 朝子 

19番 今井 康博（副会長） 

 

欠席委員  17番 川下 肇 

 

 

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 

議案第７号 農地法第５条の規定による許可申請の取下願について＜報告＞ 

    

    

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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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３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。１７番  川 下 肇 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、６番 冨田 敏弘 委員、並びに１４番 小出 章寛 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。位

置図の７ページの７番森川慎太郎様の図の真ん中少し上に国道 11 号と表記がありますが、記入ミス

ですので、２重線で消去をお願いします。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６月19日農業委員会会長からの提出です。 

申請件数は６件で、田８筆8,901㎡、畑15筆6,019㎡、合計23筆14,920㎡です。 

議案書３ページをご覧ください。 

１番の申請は、県外在住により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、認定農

業者である譲受人は申請地の近隣農地も耕作しており、経営規模の拡大を図るものです。 

２番と３番は譲渡人と譲受人が同じなので合わせて説明いたします。 

譲受人は、三豊市豊中町と観音寺市流岡町との市境周辺でタマネギの種子生産による農業経営を行

っている農地所有適格法人で、有償の所有権移転です。申請地はいずれも譲受人が借入していた農地

で、譲受人の本社に近接しており、周辺農地も借り受けていることから更なる集約化が図れるもので

す。 

４番の申請は、譲渡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。 

５番の申請も、譲渡人が高齢であるため、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。 

６番の譲受人は、綾川町在住で丸亀市などで1,700㎡ほどの農地を借り入れオリーブを栽培してお

ります。このたび経営規模を拡大するため友人がいる観音寺市内でまとまった農地を探していた折、

平成９年に相続したものの市外在住のため管理に苦慮していた譲渡人との話がまとまったものです。

丸亀市の耕作証明も添付されており、面積要件も満たしております。また、農作業の利便性を図るた

め申請地に隣接する譲渡人の納屋も合わせて購入するとのことです。 

 

以上６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
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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番については、私が、補足説明をします。特に問題ございません。 

 

議長（会長）  続きまして２番、３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    問題ありません。 

 

議長（会長）  続きまして４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    問題ありません。 

 

議長（会長）  続きまして５番について、石井 崇雄 委員、補足説明をお願いします。 

 

石井委員    問題ありません。 

 

議長（会長）    続きまして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    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６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６月 19日農業委員会会長からの提出です。申請件数は５件、田９筆 2,224㎡で

す。 

転用申請に際し、平成 31 年４月に農業振興地域整備計画の変更の届出があり、令和元年６月３日

付で変更案が公告されている案件は、１番、４番、５番です。 

 

議案書７ページ及び位置図をご覧ください。 
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１番の申請場所は、観音寺市植田町字高岡 1343番外２筆で市立常磐小学校の南約 370ｍに位置し、

市道出作田井天神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1,216㎡です。 

転用目的及び利用計画は、共同住宅２階建て２棟、329.21㎡です。 

資金計画は、造成費1,800万円、建築費1億600万円、合計１億２千400万円を全額借入金で賄う

ものです。 

転用に及んだ理由は、申請者は高齢で農地の管理に苦慮しており、賃貸アパート経営により安定し

た収入の確保を図るため計画したものです。国道へのアクセスが良く、スーパー等の商業施設が近い

など立地条件も良いことから、入室を希望する方も多く見込まれるため申請に至ったものです。 

 

２番の申請場所は、観音寺市柞田町字中新田乙 1852番１で市立柞田小学校の西約 900ｍに位置し、

都市計画法の未線引き地域の第２種農地で転用面積は登記地目が田現況地目が宅地 95 ㎡、併せ地

195.94㎡、合計290.94㎡です。 

転用目的及び利用計画は、住宅平屋建て１棟69.30㎡、車庫平屋建て１棟15.75㎡で、既存住宅を

含めた土地利用率は、34.8％です。 

資金計画は、造成費５万円、建築費50万円、合計55万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、申請者が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、転用申請に及んだものです。当初は申請地に隣接する住宅で生活していましたが、昭和 41 年

頃、祖父が住宅を立て直した際に住宅の一部と車庫が農地にはみ出てしまったようです。当時は祖父

も農地法の知識が乏しかったため転用申請を行わずに建築してしまったようで、このたび始末書をつ

けての追認申請であります。 

 

３番の申請場所は、観音寺市柞田町字下野丙1207番２外１筆で市立柞田小学校の南西約700ｍに位

置し、都市計画法の未線引き地域の第２種農地で転用面積は登記地目が田、現況地目が宅地 700 ㎡、

併せ地376.85㎡、合計1,076.85㎡です。 

転用目的及び利用計画は、住宅平屋建て１棟48.90㎡、車庫及び納屋２階建て１棟60.00㎡で、既

存住宅を含めた土地利用率は、30.3％です。 

資金計画は、造成費と建築費合わせて1,500万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、申請者が以前、別の所有農地を転用申請する際に所有地を調べたところ、申

請地が農地であると判明したため、転用申請に及んだものです。申請地は母屋の奥側に隣接していた

ことから、昭和 47 年頃父が納屋を建築しました。その後、転用申請を行わないまま、自己住宅を建

築して宅地化してしまったもので、始末書も添付されております。 

 

４番と５番は申請者が同じであり、関連しているため合わせて説明させていただきます。 

申請場所は、観音寺市大野原町大野原字杉林 764番３外２筆で、大野原支所の南西約 950ｍに位置

し、市道下木屋大福線から 10ｍほど南に入った都市計画区域外で、県営圃場整備事業が昭和 57年に

実施された第１種農地です。 

転用に及んだ理由は、平成９年頃、自己住宅を建築する際に敷地が狭かったため隣接する申請地に、

転用申請しないまま自己住宅を建築したもので、始末書が付されての追認申請となります。また、そ

の当時、申請地と既存宅地の間にある公共用地の農道と水路を含めて転用したため、隣接する受付番
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号４番の自分の農地に農道と水路を付け替えたものです。転用許可後は、農道部分は、豊稔池土地改

良区に、水路部分は観音寺市に寄付します。 

４番の転用面積は田75㎡で、代替水路22㎡、代替農道53㎡です。 

５番の転用目的及び利用計画は、住宅平屋建て１棟 98.95 ㎡で、既存住宅を含めた土地利用率は

44.1％であるため、許可の一般基準を満たしています。 

 

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。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    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 黒田 直文 委員、補足説明をお願いします。 

 

黒田委員    問題ありません。 

 

議長（会長）  ４番、５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。 

 

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」議題といたしますが、議案第３号の受付番号５番、６番、７番が私と私

の親族の案件でありますので、農業委員会等に関する法律第 31 条の議事参与の制限の案件にあたり

ます。そこで、先に１番から４番、８番から 23 番を先に審議していただきます。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３号について説明させていただきますので、議案書の

９ページをご覧ください。 

 

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６月19日農業委員会会長からの提出です。 

 申請件数は23件で、田36筆17,763㎡、登記地目は宅地で現況は畑１筆54.58㎡、合計37筆17,817.58

㎡です。 
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転用申請に際し、平成 31 年４月に農業振興地域整備計画の変更の届出があり、令和元年６月３日

付で変更案が公告されている案件は、６番、７番、８番、10番、11番、12番、13番、14番、15番、

16番、17番、18番です。 

 

議案書の10ページをご覧ください。 

１番の申請場所は、観音寺市昭和町一丁目甲1508番１外１筆で、ＪＲ観音寺駅の南西約170ｍに位

置し、市道粟井駅南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348㎡です。 

 転用目的及び利用計画は、貸駐車場10台分で、所有権を移転しようとするものです。 

 資金計画は、土地代250万円、造成費15万円、合計265万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、申請者の妻は、隣接地で美容室を営んでおります。現在、美容室と同じ

敷地に７台分の駐車場を設置していますが、来客で駐車場が満車になるため、３名の従業員は道向か

いの土地を借りて駐車していますが、最近その土地の所有者が変わったため駐車場を借りることがで

きなくなりました。また、現在の駐車場では、来客者だけで満車になることが多く、やむを得ず路上

駐車をしていたところ警察からも注意を受けてしまったものです。そのため周辺で駐車場用地を探し

ていたところ、宅地に囲まれており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、申請者

が取得し、美容室を経営している妻に貸借するものです。 

 

２番の申請者は、申請地の隣接地で、玩具、人形を販売する有限会社毛利商店の代表取締役を務め

ております。 

申請場所は、観音寺市昭和町一丁目甲 1670 番９で、ＪＲ観音寺駅の南東約 420ｍに位置し、市道

大 開
おおびらき

３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63㎡、併せ地1,416.72㎡、合計1,479.72㎡です。 

 利用計画及び転用計画は、進入路で、所有権を移転しようとするものです。 

 資金計画は、土地代134万円、造成費40万円、合計174万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、現在、店舗正面の入り口から入り、店舗裏側にある倉庫まで

商品の搬入を行っておりますが、搬入経路に展示商品があるため、苦慮しておりました。そこで、裏

側倉庫に直接搬入ができるよう進入路の設置を計画したもので、隣接農地所有者との間で話がまとま

ったため転用に着手するものです。 

 

３番の転用者はミサワホーム四国株式会社 代表取締役 下山隆 様で、高松市林町に主たる事務

所を置き、昭和 45 年設立、資本金１億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坂本町六丁目甲1270番１で、ＪＲ観音寺駅の南西約150ｍに位置し、市道上新

開２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

1,048㎡です。 

 利用計画は、宅地分譲４区画で、平均区画面積は195.80㎡となっています。 

 資金計画は、土地代1,400万円、造成費1,200万円、合計2,600万円を全額自己資金で賄うもので

す。 
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 転用に及んだ理由ですが、申請者は県内全域で建築工事の設計、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、平成14

年に相続したものの高齢ため、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。申請地はＪＲ観音寺駅や各商業施設にも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

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、許可相当と判断

するものです。 

 

４番の申請場所は、観音寺市天神町三丁目甲706番１で、観音寺市役所から西に約520ｍに位置し、

市道植松７号線から北に 10ｍほど入っ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698㎡です。 

転用目的は、太陽光発電設備で、賃借権を設定しようとするものです。 

利用計画は、太陽光発電設備５基、パネル枚数は260枚、1枚当たりのパネル面積は約1.63㎡で総

パネル面積は423.8㎡、発電出力は49.5kwです。 

資金計画は、造成費54万円、建築費1,379万円、合計1,433万円を全額借入金で賄うものです。 

転用に及んだ理由は、申請者は、地縁団体の坂本五号太鼓保存会ですが、太鼓台を保存する建物の

建設計画があり、その建設費を賄うために売電事業を営むことで安定した収入を得ようと考え、700

㎡規模の土地を探していたところ、平成 17 年に相続したものの高齢により農地の管理に苦慮してい

た土地所有者との間で話しがまとまったため、計画に着手するものです。 

 

 

８番の申請場所は、観音寺市植田町字東下1725番1で市立常磐小学校の西約470ｍに位置し、都市

計画法の未線引地域の第２種農地で、転用面積は田 791㎡、併せ地 2,598.67㎡、合計 3,389.670㎡

です。 

転用目的は、貸駐車場で、申請地に隣接する㈱レデイ薬局の来客用駐車場10台分です。 

転用に及んだ理由は、申請地に隣接する㈱レデイ薬局は、来客用駐車場が不足しておりその対応に

苦慮しておりました。そこで、来客用駐車場の拡大を検討していたものですが、申請地に隣接する土

地所有者との間で話がまとまったため計画に着手するものです。 

㈱レデイ薬局の既存敷地も申請者から借り受けており、また、申請者は継続的な生活の糧を得るた

め自身が駐車場を整備し、㈱レデイ薬局へ貸し付ける計画とするものです。レデイ薬局㈱は、申請地

を来客用駐車場および進入路として借り入れることにより、来客者の利便性の向上及び駐車場不足を

解消するものです。 

 

９番の申請者は、現在、妻と父、母の４人で実家で生活しています。転用目的は非農家の自己住宅

で申請者の妻の祖父母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出作町字大道上736番３外３筆で、観音寺自動車学校の南東約200ｍに位置し、

市道出作本大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441㎡、登記地

目が宅地で現況地目が畑54.58㎡、合計495.58㎡です。 

利用計画ですが、住宅平屋建て１棟126.28㎡で土地利用率は25.4％であり、一般基準を満たしてい
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ます。 

資金計画は、造成費400万円、建築費3,000万円、合計3,400万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、申請者は実家で妻と両親と同居していますが、手狭になってきたため、

妻の祖父母の土地を使用貸借し、住宅を新築するものです。 

 

次の12ページをご覧ください。 

10番の申請場所は、観音寺市出作町字大道下
だいどうしも

820番で、観音寺自動車学校の南西約200ｍに位置し、

市道大道上大道下１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 555㎡で

す。 

転用目的及び利用計画は、事務所平屋建て1棟63.06㎡で、所有権を移転するものです。 

 資金計画は、土地代500万円、造成費50万円、建築費30万円、合計580万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、個人事業で大工をしており、父も個人事業で大工をしており

ます。そのため、現在は自宅敷地の空きスペースに道具や資材を置いていますが、手狭になってきま

した。また、個人事業主としての事務処理や打ち合わせを行う事務所が必要であるため、自宅周辺で

用地を探していたところ、平成 16 年に相続したものの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り事業に着手するものです。 

 

11番の申請者は、有限会社三栄産業 代表取締役 仁田栄二様で、観音寺市柞田町に主たる事務所

を置き、平成17年設立、資本金300万円で、建築工事業などを営む法人です。 

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、観音寺市柞田町字中出甲 664番２で、市立中部中学校の南東約 850ｍに位置し、市道

鹿隈柞田線から15ｍほど西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562㎡、

併せ地477.56㎡、合計1,039.56㎡です。 

利用計画は、建売分譲住宅２階建て２棟145.74㎡で、実測平均区画226.63㎡、平均建築面積72.87

㎡、平均利用率32.1％となっています。 

資金計画は、土地代 50万円、造成費 340万円、建築費 4,000万円、合計 4,390万円を、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請負を営む法人であります。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、高齢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。申請地から幹線道路へのアクセスも良く各商業施設にも近いため住

環境も良いため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。 

 

12番の申請場所は、観音寺市柞田町字石井乙 34番２で、市立柞田小学校から南に約 500ｍの場所

に位置し、市道大畑玉田線と市道山王山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123㎡です。 
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転用目的および利用計画は、店舗平屋建て1棟57.96㎡で、所有権を移転するものです。 

資金計画は、土地代 116万円、造成費 84万円、建築費 1,000万円、合計 1,200万円を全額借入金

で賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、申請者は現在美容師として美容室に勤務しておりますが、近いうちに独立

開業をしたいと考えております。自宅からも近い申請地周辺は宅地化が急速に進んでおり、顧客も見

込めるため用地を探していたところ、平成８年に相続したものの兼業により経営縮小を考えていた譲

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。 

 

13番の申請者は、有限会社庄栄不動産 代表取締役 庄司 三千雄様で、観音寺市植田町に主たる

事務所を置き、平成２年設立、資本金300万円で不動産の売買、賃貸、管理業務などを営む法人です。 

転用目的は、建売分譲住宅で、所有権を移転するものです。 

申請場所は、観音寺市柞田町字玉田乙 222番１で、市立柞田小学校の南約 350ｍに位置し、市道大

畑玉田線と市道玉田２号線、市道玉田３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2,368㎡です。 

利用計画は、建売分譲住宅２階建て９棟559.51㎡で、実測平均区画243.42㎡、平均建築面積62.16

㎡、平均利用率25.5％となっています。 

 資金計画は、土地代1,650万円、造成費2,100万円、建築費１億800万円、合計１億４千550万円

を全額借入金で賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、申請者は、観音寺市を中心に不動産の賃貸、売買、管理を営む法人であ

ります。他地区での分譲事業も好調であり、また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、いずれも高

齢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。小学

校や幼稚園、保育所が 500ｍ以内にあり、幹線道路までのアクセスも良く、住環境に優れていること

から売買も見込まれるため、許可相当と判断するものです。 

 

14番の申請者は、株式会社河田タクシー 代表取締役 河田圭一郎様で観音寺市植田町に主たる事

務所を置き、昭和19年設立、資本金1000万円で旅客自動車運送事業などを営む法人です。 

申請場所は、観音寺市池之尻町字石田10番1外２筆で、市立常磐小学校の南東約1,050ｍに位置し、

市道駅通り池之尻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 1,522 ㎡、

併せ地3,845.11㎡、合計5,367.11㎡です。 

 転用目的及び利用計画は、貸駐車場34台分で所有権を移転しようとするものです。 

 資金計画は、土地代1,840万円、造成費300万円、合計2,140万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、申請者の代表取締役は、子会社である西讃観光株式会社の代表取締役も

務めております。現在、申請地に隣接する西讃観光株式会社の敷地内には 53 台分の来客用駐車場を

設置していますが、西讃観光株式会社を発着点とするバスツアーは非常に人気があり、出発日には満

車状態になることが多く、バスの移動などの業務に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２年に相続したものの高齢のため管理に苦慮

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、申請地は、親会社である株式

会社河田タクシーが取得し、西讃観光株式会社に貸借しようとするものです。 
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15番の申請者は、株式会社リージェントホーム 代表取締役 喜久山 知哉様で、高松市伏石町に

主たる事務所を置き、昭和 50年設立、資本金 1,000万円で不動産の売買、賃貸、管理業務などを営

む法人です。 

転用目的は、建売分譲住宅で、所有権を移転するものです。 

申請場所は、観音寺市古川町字塚ノ坪 136番１外１筆で、市立一ノ谷小学校の北約 50ｍに位置し、

市道定池高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1,647㎡です。 

利用計画は、建売分譲住宅２階建て８棟519.36㎡で、実測平均区画199.14㎡、平均建築面積64.98

㎡、平均利用率32.6％となっています。 

 資金計画は、土地代1,000万円、造成費1,000万円、建築費6,500万円、合計8,500万円を全額借

入金で賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、申請者は、高松市を中心に不動産の賃貸、売買、管理を営む法人であり

ます。他地区での分譲事業も好調であり、また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、平成 19 年に

相続したものの、兼業農家であるため経営縮小を考えていた土地所有者との間で意向が合致したため

計画に着手するものです。小学校や保育所が 450ｍ以内にあり、幹線道路までのアクセスも良く、住

環境に優れていることから売買も見込まれるため、許可相当と判断するものです。 

 

13番の申請者は、株式会社伊井工務店 代表取締役 伊井 政司様で、観音寺市粟井町に主たる事

務所を置き、昭和 57年設立、資本金 5,000万円で土木建築の設計施工及び監理業務などを営む法人

です。 

転用目的は、建売分譲住宅で、所有権を移転するものです。 

申請場所は、観音寺市古川町字竹道581番１で、市立一ノ谷小学校の南西約350ｍに位置し、市道高樋
たかび

吉岡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453㎡です。 

利用計画は、建売分譲住宅２階建て２棟140.33㎡で、実測平均区画面積251.05㎡、平均建築面積

70.16㎡、平均利用率27.9％となっています。 

 資金計画は、土地代685万2千円、造成費274万円、建築費3,700万円、合計4,659万２千円を全

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、観音寺市を中心に土木建築の設計施工及び監理業務などを営

む法人です。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、高齢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。小学校及び保育所が 950ｍ以内にあり、幹線道路

までのアクセスも良く、住環境に優れていることから売買も見込まれるため、許可相当と判断するも

のです。 

 

15番の申請者は、自宅の敷地内で板金塗装や中古車販売業を営んでおります。 

転用目的及び利用計画は、露天駐車場12台分で、所有権を移転するものです。 

申請場所は、観音寺市大野原町大野原字三反田2585番１で、市立大野原小学校の北西約1,400ｍに

位置し、主要地方道観音寺佐野線から20ｍ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

461㎡、併せ地417.24㎡、合計878.24㎡です。 



11 

 

 資金計画は、土地代20万円、造成費150万円、合計170万円を全額自己資金で賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、申請者は、現在、自宅の敷地内で板金塗装や中古車販売業を営んでおりま

すが、近年、業務が増加しており、預かる車の台数が増えたため、路上駐車により通行者に支障をき

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、隣接農地所有者である譲渡人との

間で話がまとまったため計画に着手するものです。 

 

18 番の申請者は、医療法人社団豊南会 理事長 井下謙司 様で、平成 11 年設立、資本金 45 億

6,535万7,428円で観音寺市大野原町花稲で香川井下病院を経営しております。 

申請場所は、観音寺市大野原町花稲字銭窪 1534 番１で、大野原インターチェンジの北西約 1,200

ｍに位置し、市道銭窪２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1,846㎡、新棟

部分の併せ地5,889.9㎡、合計7,735.9㎡です。 

転用目的及び利用計画は、駐車場62台分で、所有権を移転しようとするものです。 

 資金計画は、土地代1,610万円、造成費400万円、合計2,010万円を全額自己資金で賄うものです。  

 転用に及んだ理由は、現在、従業員 390名、介護用車両 30台、外来患者１日平均 468人、そして

243床ある病床数が常に満床に近い入院患者がおり、それを駐車場 405台分で賄っていますが、常に

満車状態で路上駐車も発生しており、近隣住民に迷惑をかけております。 

そこで、周辺で駐車場用地を探していたところ、高齢や県外在住の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うす。 

 

次の14ページをご覧ください。 

 

19番の申請場所は、観音寺市大野原町中姫字本郷909番１で、市立大野原中学校の東約300ｍに位

置し、国道377号と市道中央１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552㎡です。 

転用目的は、共同住宅で、父との間で使用貸借権を設定するものです。 

利用計画は、共同住宅２階建て１棟163.98㎡です。 

資金計画は、造成費300万円、建築費 5,400万円、合計5,700万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、今後の生活資金に不安があるため、賃貸アパート経営により安定した収

入の確保を図るため計画したもので、賃貸アパート建設業者の協力を得ながら、入居見込みを調べて

みたところ、学校や幹線道路までが近く立地条件が良いことなどを理由に入居希望者が多く見込まれ

るため、父から土地を貸借し、計画に着手するものです。申請地は、平成 15 年に花崗土を搬入し農

地性を失わせているため、現況地目は雑種地になっており、始末書が添付されております。 

 

20番の申請は、21番に関連しております。 

申請者は、現在、妻と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祖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大野原町中姫字桑の木1144番４で、市立大野原中学校の南東約350ｍに位置し、

市道中央南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 386㎡です。 

利用計画ですが、住宅２階建て１棟 67.90 ㎡、カーポート平屋建て１棟 26.79 ㎡で土地利用率は

24.5％です。 

資金計画は、造成費300万円、建築費 2,700万円、合計3,000万円を全額借入金で賄うものです。 

転用に及んだ理由は、申請者は、現在、借家で妻と２人で生活していますが、実家に近い場所で永
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住を希望しており、実家の周辺で土地を探していたところ、祖父との間で話がまとまったため、転用

に及んだものです。 

 

21番の申請場所は観音寺市大野原町中姫字帳口1192番１で、市立大野原中学校の東約10ｍに位置

し、市道中学校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268㎡です。 

転用目的は非農家の自己住宅で父との間で使用貸借権を設定するものです。 

利用計画ですが、住宅平屋建て１棟 65.84㎡、車庫平屋建て１棟 24.08㎡で土地利用率は 33.5％で

す。 

資金計画は、造成費50万円、建築費550万円、合計600万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、20番の申請に伴い自己所有地を調べたところ申請地が農地であったため追認

申請するもので、始末書が添付されております。申請者は、平成５年ごろ、借家で生活しておりまし

たが、子供の成長に伴い手狭になってきたため、実家の周辺で土地を探していたところ、父との間で

話がまとまったため、実家に隣接する土地を父との間で使用貸借し自己住宅を建設したものです。 

 

22番の申請者は、西日本パック株式会社 代表取締役 但
た

田
だ

哲男様で、観音寺市大野原町に主たる

事務所を置き、昭和 36年設立、資本金 2,000万円で、各種包装類の製造加工販売などを営む法人で

す。 

転用目的及び利用計画は、露店駐車場37台分で、賃借権を設定するものです。 

申請場所は、観音寺市大野原町丸井字縁塚860番１で、ふるさと学芸館（旧紀伊小学校）の南約900

ｍに位置し、都市計画区域外の第２種農地で、転用面積は田 995 ㎡、併せ地 13,759.05 ㎡、合計

14,754.05㎡です。 

資金計画は、造成費1,000万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、現在、業績が好調であるため工場敷地内にある駐車場 54 台分のスペー

スに工場を増築しています。営業車 11台、従業員の車 94台及び増築による従業員の増加分 20台の

合計 125台分を確保する必要がありますが、工場の敷地外にある既存の駐車場には 90台分しか駐車

できません。そのため周辺で駐車場用地を探していたところ、平成３年に相続したものの、傾斜地で

あるため農地の管理に苦慮していた譲渡人との間で意向が合致したため転用に着手するもので、申請

地には 37台分駐車できることから、最低限必要となる 125台分を確保することが可能となるもので

す。 

 

23番の申請者は、現在、妻と子供1人と妻の両親と妻の兄の６人で妻の実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和田字前田乙 803番３で、市立豊浜小学校の南約 1,100ｍに位置し、農

道大福本村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 489㎡です。 

利用計画は、住宅２階建て１棟 79.38㎡、カーポート平屋建て１棟 29.23㎡で土地利用率は 22.2％

です。 

資金計画は、造成費700万円、建築費3,800万円、合計4,500万円を自己資金500万円、借入金4,000

万円により賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、申請者は実家で妻と子供と妻の両親と妻の兄と同居していますが、手狭
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になってきたため、妻の実家の周辺で土地を探していたところ、平成 14 年に相続したものの高齢に

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事業に着手するものです。 

 

議案第３号の受付番号１番から４番、８番から 23 番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、２番、３番、４番については、合田 政光 委員、補足説明をお願いします。 

 

合田委員    問題ありません。 

 

議長（会長）  ８番、９番、10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    問題ありません。 

 

議長（会長）  11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    問題ありません。 

 

議長（会長）  12番、13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）  14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    問題ありません。 

 

議長（会長）  15番、16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    問題ありません。 

 

議長（会長）  17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    問題ありません。 

 

議長（会長）  18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    問題ありません。 

 

議長（会長）  19番、20番、21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。 

 

議長（会長）  22番について 小出 章寛 委員、補足説明をお願いします。 

 

小出委員    問題ありません。 
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議長（会長）   23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他に何かご意見等ありませんか。 

   

 

全委員      異議なし 

 

 

議長（会長）   全員意義がないようですので、1番から４番及び８番から23番については、許可

相当と認めます。引き続き、議事参与の制限案件となる５番、６番、７番の審議をしていただくため、

私は、ここで一旦、退席させていただきます。なお、議事進行については、農業委員会等に関する法

律第５条第５項および観音寺市農業委員会規程第３条第４項の規定により、「副会長は、会長の職務

を代理する。」こととなっておりますので、観音寺市農業委員会総会会議規則第６条に基づき、副会

長の今井康博委員にお願いいたします。それでは、退席いたします。 

 

今井副会長   それでは、会長に代わり議事進行を務めさせていただきますので、よろしくお願い

します。受付番号５番、６番、７番について、審議いたしますので事務局の説明を求めます。 

 

農地係長 失礼いたします。 

５番と６番と７番は関連があるため、合わせて説明させていただきます。 

申請場所は観音寺市高屋町字金ケ内1049番 外４筆で、市立高屋小学校の北550ｍに位置し、市道

当免西上線及び農道に接した都市計画区域外の第２種農地で、転用面積は、田2,147㎡です。 

権利関係については、５番、６番の申請地は、代表取締役の父から森川ガーデン株式会社が使用貸

借するもので、また、７番の申請地は、代表取締役を務める申請者が取得し、森川ガーデン株式会社

へ貸し付けるものです。 

利用計画は、いずれも観音寺市室本町に主たる事務所を置く森川ガーデン株式会社の資材置場とな

ります。 

転用に及んだ理由ですが、このたび、代表者の自宅に近接する場所に事務所を新築移転しました。

当初計画では旧事務所に隣接する資材置場については、そのまま利用する予定でありましたが、他の

企業に明け渡す話が急に進みました。その際、新築移転した事務所用地に隣接する申請地を資材置場

にしようと考えましたが、農振農用地であったため、転用に着手することができませんでした。その

ため現在は近隣で荒廃化していた農地を一時転用して、仮資材置場として利用しておりますが、６番、

７番の農振除外の見込みがあることから転用申請することが可能となったものです。なお、一体的に

整備するものですが、所有権移転と使用貸借の設定で権利の種類が異なることから２つの転用申請と

なっています。従業員用駐車場８台分、砂利等の資材置場135㎡、バックホー等の重機置き場183㎡

及びJR貨車置き場27㎡として利用するものです。５番については、現在ヤシ類の仮置き場として利

用されていますが、６番、７番の資材置場だけでは、樹木等の仮置き場を確保することができないこ

とから、景石・砂利と工具類の資材置き場２か所187.5㎡、高木等の樹木の仮置き場361㎡として整

備するものです。いずれも許可基準を満たしていることから許可相当と判断するものです。 
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議案第３号の受付番号５番、６番、７番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。 

 

今井副会長     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。５番、６番、７番については、合田 朝子 委員、補足説明をお願いします。 

 

合田朝子委員    問題ありません。 

 

今井副会長  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 

 

今井副会長    全員異議がないようですので、５番、６番、７番については許可相当と認めます。

全体をとおして何か意見はございませんか。 

 

全委員      異議なし 

 

今井副会長    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」は、意見書を

付して知事に進達します。それでは、ここで、森川会長の入室を認めます。 

 

今井副会長    それでは、議事進行を森川会長に戻します。会長よろしくお願いします。 

 

議長（会長）   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 17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６月19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77㎡、畑２筆4,446㎡です。 

 

１番の申請地は、観音寺市大野原町萩原字高尾乙142番33外１筆で、旧五郷小学校から西に約1,500

ｍに位置し、登記地目は畑、現況地目は山林で、面積は4,446㎡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20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。 

 

２番の申請地は、観音寺市大野原町花稲字子の田990番2外１筆で、大野原インターチェンジから

北西に約700ｍに位置し、登記地目は田、現況地目は公衆用道路で、面積は 77㎡となっております。 

申請地は、農地耕作のため自らの農地に農道を整備したもので、非農地の認定基準の「耕作の事業
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を行う者が、その農地を自らの耕作の事業に供する他の農地の保全又は利用の増進のために必要な農

業用施設（農道、水路等）の用に供する場合」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。 

 

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、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）   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。 

 

合田亘委員   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）  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。 

 

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 19 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６月19日 農業委員会 会長よりの提出です。 

 

次の20ページをご覧ください。 

農用地利用集積計画（所有権移転）６月28日公告（案）ですが、 

こちらは、農地機構を通した農地の売買です。 

今月は、所有者から農地機構への所有権移転の申し出でありまして、４件の６筆、13,924㎡の集積

となります。 

 

次の21ページで説明させていただきますが、 

1 番・2 番の譲受人は同じのため、まとめて説明させていただきます。１番の譲渡人は市内在住の

方で、高齢のため管理に苦慮していたことから、知人に貸借していました。また、2 番の譲渡人は、

三豊市在住で、平成20年に相続したものの、こちらも管理に苦慮していたことから、昨年 10月より

周辺を中心に規模拡大を行っている買受希望者である認定新規就農者がブロッコリーを作付けるた

め水田裏作期間を期間借地していたものです。この度、それぞれ話しがまとまったため売買により所

有権を移転するものです。 

３番の譲渡人は本市西本町に居住し、平成 17 年に相続したものですが、相続前より、買受希望者

の地元認定農業者へ貸し付けられていたものです。 
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４番は、平成 28 年に相続したものですが、管理に苦慮していたため、地元認定農業者へ貸し付け

られておりましたが、今般の申請に先立ち、合意解約が提出されております。近接地を経営の拠点と

している買受希望者の農業経営改善計画の認定を受けている農地所有適格法人が取得するものです。 

なお、こちら４件の申請につきましては、先日の６月 12 日に利用調整会議を開催しました。農地

所有者と買受け予定者、地区農業委員さんにご出席いただきまして、機構担当職員との間で、細部の

調整は完了しております。 

次の22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６月 28 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   １，９２６㎡ 

高室地区    ２，２６７㎡ 

常磐地区    ３，１１１㎡ 

柞田地区    ６，２３９㎡ 

木之郷地区   ４，７７２㎡ 

豊田地区    ５，０５５㎡ 

一ノ谷地区     ９１２㎡ 

大野原地区  ４４，５６６㎡ 

豊浜地区   １１，８９８㎡ 

田
でん

99筆、面積 79,590㎡、畑２筆1,156㎡、 

総計101筆、80,746㎡となっております。今月は46件の申出がありました。 

申 出
もうしで

の中で、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、議案書の37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。 

木之郷地区534㎡、 

豊田地区 1,180㎡、 

大野原地区21,729㎡、 

豊浜地区3,605㎡ 

15件、田27筆27,025㎡、畑1筆、23㎡、合計28筆、27,048㎡が、機構への集積となります。 

今月は、6年未満の契約が５％、６年以上 10年未満の契約が 6％、10年契約が 89％となっていま

す。 

また、賃借と使用貸借の割合は、賃借が89％で使用貸借が11％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38ページから41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６号「農
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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６号について、説明させていただきますので、議案書 42 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６月19日 農業委員会 会長よりの提出です。 

 

次の43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 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番は認定新規就農者、2番・3番は農地所有適格法人、4番は認定農業者、５番はNPO法人、6番

は農地所有適格法人、７番から9番は認定新規就農者、10番は認定農業者、11番から13番は認定新

規就農者の農地所有適格法人、14 番は認定新規就農者、15 番は認定農業者です。どの法人も農業経

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63％で個人が37％を担うこととなっています。 

12 番・13 番以外は期間満了等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、新

規の扱いとなります。43ページの2番・3番は、農地所有適格法人の代表者が農業法人設立前に個人

名義で貸借していた農地ですが、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

となっています。６番は残存小作地を解消して貸借権を設定するものです。44ページの 10番は 6月

末までは地元の農地所有適格法人が借り受けていたものですが、この度、地元認定農業者が借り受け

るものです。11番から13番の借受希望者は農地所有適格法人です。11番については別の地元認定農

業者との間で使用貸借権が設定されていましたが、使用貸借権を解除して新たに賃借権を締結するも

のです。12 番・13 番は機構を通じて使用貸借権を設定していたものですが、申し出により賃貸借に

変更するものです。 

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、８

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。引き続きまして、議案第７号「農

地法第５条の規定による許可申請の取下願について＜報告＞」議題といたします。事務局より説明を

お願いします。 

 

 

農地係長 
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失礼いたします。 

それでは議案第７号について説明させていただきますので、議案書の 45ージをご覧ください。 

議案第７号、農地法第５条の規定による許可申請の取下願について（報告） 

別紙記載の農地法第５条の規定による許可申請については、令和元年５月 31 日付で取下願の提出

があり、取下げに係る確認書を付して知事に進達し、受理されたので報告する。令和元年６月 19 日

農業委員会会長からの提出です。 

提出件数は１件、田４筆2,899㎡です。 

 

１番の提出者は、観音寺市植田町に主たる事務所を置き、観音寺市を中心に建築工事の設計施工、

及び不動産業などを営む株式会社三協 代表取締役 吉田孝一 様です。 

平成 31年４月の定例会において許可相当と判断し知事に進達した、観音寺市柞田町字間方甲 2028

番１外３筆の案件で、転用目的は宅地分譲11区画でした。 

このたび、申請面積を拡大しようと転用計画に変更が生じたため、令和元年５月 31 日に取下願い

が提出されました。同日に、香川県農地関係事務処理要領に基づき農業委員会を経由して知事に提出

いたしましたので報告します。なお、７月受付分として計画変更後の申請がなされる予定となってお

ります。 

 

議案第７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が、議案第７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） 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。本日の議題以外

に、何かございませんか。 

 

特にございません。 

 

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＞        
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