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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７月２２日（月） 午後１時３０分～午後３時５分 

     

２ 開催場所  市役所 ４階会議室 

 

３ 出席委員 １９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 

17番 川下 肇 

18番 合田 朝子 

19番 今井 康博（副会長） 

 

欠席委員  なし 

 

 

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 土地改良事業における非農用地区域の設定（協議）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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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４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人全員

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。さて、今月の案件で、現地調査

の対象である2,000㎡を超える案件がございますので、玄関に用意してありますバスにご乗車くださ

い。 

（現地確認調査） 

再開（14時12分） 

事務局長 現地調査お疲れ様でした。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、本日は、全委員が出席されております。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、７番 石井 崇雄 委員、並びに１５番 合田 

亘 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３ページ(有)大斗開発の申

請地が間違えておりましたので、本日お配りしております位置図に差し替えをお願いします。申し訳

ございませんでした。 

 

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７月22日農業委員会会長からの提出です。 

 

申請件数は５件で、田14筆13,077㎡、登記地目が雑種地で現況地目が田１筆22㎡、合計15筆13,099

㎡です。 

 

議案書３ページをご覧ください。 

 

１番は、市内同町の方から市内同町の方への有償の所有権移転です。 

兼業農家である譲渡人は、経営縮小を考えており、譲受人は自宅に近接する申請地を譲り受けるこ

とにより規模の拡大を図るものです。 

 

２番は、４条１番に関連しております。 

２番は、有償の所有権移転で、譲渡人は、兼業によりその管理に困っており規模の縮小を考えてい
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たもので、規模の拡大を図る譲受人との間で話がまとまったものです。 

 

３番は、市内同町の方から市内同町の方への有償の所有権移転です。 

譲渡人は、高齢になってきたため経営縮小を考えており、譲受人は自宅に近接する申請地を譲り受

けることにより規模の拡大を図るものです。 

 

４番の譲受人は、申請地周辺で主にロメインレタスの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４月末まで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。 

 

５番の申請は、譲渡人が高齢となってきたため、将来のことを考え、後継者へ一括贈与するもので

すが、農業経営自体は変更がないものです。 

 

以上５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、２番について、合田  政光委員、補足説明をお願いします。 

 

合田委員   異議なし 

 

議長（会長） 続きまして３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   問題なし 

 

議長（会長）  続きまして４番、５番について、中村 能身 委員、さん補足説明をお願いします。。 

 

中村委員   問題なし 

 

 

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
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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５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７月 22日農業委員会会長からの提出です。申請件数は２件、田３筆 786㎡、畑

１筆171㎡、合計４筆957㎡です。 

 

議案書６ページ及び位置図をご覧ください。 

１番の申請者は、申請地の隣接地で自動車修理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10台分です。 

申請場所は、観音寺市三本松町二丁目甲2272番２で、ＪＲ観音寺駅の南西約1,100ｍに位置し、市

道極楽橋柞田川線に接した都市計画法の用途地域が準工業地域に定められた第３種農地で転用面積

は田225㎡、併せ地379.44㎡、合計604.44㎡です。 

 資金計画は、造成費40万円を全額自己資金で賄っております。 

転用に及んだ理由ですが、申請者は、平成９年に申請地の隣接地を転用し自動車修理業を始めまし

たが、平成 14 年に当初から借用していた修理車両置場を返還しなければならなくなったため、申請

人が農地として利用していた申請地を転用申請を行わないまま一部造成し、修理車両置場としたもの

で、このたび、申請地の隣接農地を３条の２番で売買することになったため、無断転用地であった申

請地を是正するものです。 

 

２番の申請場所は、観音寺市吉岡町字大塚1063番1外２筆で、市立常磐小学校から北東に約1,300

ｍに位置し、市道乙井線から北に30ｍほど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561㎡、畑171㎡、併せ地132㎡、合計864㎡です。 

転用目的及び利用計画は、太陽光発電システム４基でパネル枚数は 262枚、1枚当たりのパネル面

積は約1.63㎡で総パネル面積は427.06㎡、発電出力は49.5kwです。 

資金計画は、造成費100万円、建築費1522万８千円、合計1622万８千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、県外在住で高齢になり農地の管理が行き届かなくなってきたため、再生

可能エネルギーである太陽光発電設備を設置することにより生活の糧を得ようと考え、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 合田 政光 委員、補足説明をお願いします。 

 

合田委員    特に問題ございません。 
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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    問題なし 

 

 

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。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７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７月22日農業委員会会長からの提出です。 

 申請件数は９件で、田21筆12,497㎡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、４番、５番、７番、８番、９番です。 

 

議案書の８ページをご覧ください。 

１番の申請者は、小西不動産株式会社 代表取締役 小西幸夫様で、観音寺市柞田町に主たる事務

所を置き、昭和47年設立、資本金1,000万円で、不動産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、観音寺市出作町字西側 467番１で、市立中部中学校の南東約 750ｍ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581㎡です。 

利用計画は、建売分譲住宅２階建て４棟225.24㎡で、実測平均区画190.35㎡、平均建築面積56.31

㎡、平均利用率29.6％となっています。 

資金計画は、土地代400万円、造成費200万円、建築費4,000万円、合計4,600万円を、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、観音寺市を中心に不動産業など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、兼業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
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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商業施設にも近いため住環

境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。 

 

２番の申請者は、現在、妻と子供２人の４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所有権を移転するものです。 

申請場所は観音寺市出作町字大道下1181番で、香川西部養護学校の北約560ｍに位置し、市道大道

上荒神岡１号線と市道上出出作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

423㎡です。 

利用計画ですが、住宅平屋建て１棟111.19㎡で土地利用率は26.3％です。 

資金計画は、土地代320万円、造成費100万円、建築費2,300万円、合計2,720万円を全額自己資

金で賄うものです。 

転用に及んだ理由は、申請者は、現在、借家で妻と子供２人の４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ており、また実家に近い場所で永住を希望しているため、実家の周辺で土地

を探していたところ、経営規模の縮小を考えていた土地所有者の間で話がまとまったため、転用に及

んだものです。 

 

３番の申請は、平成 31 年４月に申請がありましたが、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た案件で、申請内容が整ったため再度の申請

です。 

申請者は株式会社三協 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４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2,910㎡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11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

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、有限会社大斗開発 代表取締役 大西由記様で、観音寺市大野原町に主たる事務

所を置き、平成２年設立、資本金1,000万円で、土木建築の請負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。 
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申請場所は、観音寺市柞田町字法泉寺丙1017番外５筆で、市立柞田小学校の南東約800ｍに位置し、

県道福田原観音寺線から位置指定道路を 50ｍほど北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3,034㎡です。 

利用計画は、建売分譲住宅２階建て10棟786.10㎡で、実測平均区画261.63㎡、平均建築面積78.61

㎡、平均利用率30.0％となっています。 

資金計画は、土地代800万円、造成費1,500万円、建築費7,000万円、合計9,300万円を、自己資

金6,300万円、借入金3,000万円で賄うものです。 

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。隣接

地には、建売分譲住宅８棟を建設するため平成28年４月25日に転用許可を受けていますが、既に７

棟が販売済みであります。さらに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、高齢や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。譲渡人の一覧は別

紙11ページを参照してください。 

申請地は縁辺部で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、隣接農地関

係者の同意、土地改良区及び地元水利総代の了解も得られていること、開発許可も申請中であり、担

当部局に確認したところ許可の見込もあることなどから、許可相当と判断するものです。また、隣接

分譲地の残り１棟についても工期延長申請がなされております。 

 

５番の申請者は、小西不動産株式会社 代表取締役 小西幸夫様で、観音寺市柞田町に主たる事務

所を置き、昭和47年設立、資本金1,000万円で、不動産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、観音寺市柞田町字川原堂丙1463番１で、市立柞田小学校の北東約120ｍに位置し、市

道山田下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829㎡です。 

利用計画は、建売分譲住宅２階建て３棟168.93㎡で、実測平均区画230.47㎡、平均建築面積56.31

㎡、平均利用率24.4％となっています。 

資金計画は、土地代300万円、造成費300万円、建築費2,400万円、合計3,000万円を全額自己資

金で賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、申請者は、観音寺市を中心に不動産業など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、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。 

申請地から幹線道路へのアクセスも良く 300ｍ圏内には幼稚園と小学校があり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、株式会社ベイファーム 代表取締役 高橋直樹 様で、観音寺市新田町に主たる

事務所を置き、令和元年7月1日設立、資本金300万円で米麦の乾燥・調製及び農作業の受委託など

を営む農業法人です。 

転用目的は、農業用倉庫及び作業所兼事務所で、土地所有者である代表取締役の兄との間で賃借権

を設定するものです。 

申請場所は、観音寺市新田町字向道下1150番1で、市立豊田小学校の南東約560ｍに位置し、市道
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丸井原線と市道向道下内田原に接した都市計画区域外の第１種農地で、転用面積は田1,447㎡です。 

利用計画は、農業用倉庫平屋建1棟307.62㎡と作業所兼事務所平屋建１棟329.70㎡です。 

 資金計画は、造成費1,300万円、建築費2,200万円、合計3,500万円を自己資金1,000万円、借入

金2,500万円で賄うものです。 

転用に及んだ理由は、申請者は、米の生産・販売に特化して大規模に農地を経営しており、このた

び法人を設立しました。今後も独自で精米を行い生産量を増やしていくにあたり、作業所兼事務所が

必要となったため計画に着手するものです。また、農業用倉庫については、当時農地法の知識がなか

ったため、転用申請を行わないまま建築してしまっており、始末書も添付されております。 

なお、申請地は、県営圃場整備事業の観音寺地区第２工区で昭和62年に換地した第１種農地です。

第１種農地は、原則として転用はできませんが、転用内容が農業用施設及び農業用施設の管理又は利

用のために必要不可欠な事務所であるため、例外的に認められるものであります。また、申請地は、

農業振興地域に該当しますが、用途区分を農用地から農業用施設用地に変更します。 

 

 

７番と８番は一体的に整備するものですが、権利の種類が異なるため２つの申請となっているため、

合わせて説明させていただきます。 

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1474番1外1筆で、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723㎡です。 

利用計画は、７番は倉庫及び作業場平屋建１棟 160.14 ㎡で譲渡人と申請者の間で賃借権を設定す

るもので、８番は有償の所有権移転で移転新築した病院の宅地拡張です。 

転用に及んだ理由ですが、病院施設用の機械の修理を行う作業場と施設用品の管理倉庫が不足して

おり業務に支障をきたしているため倉庫及び作業場を新築しようとするもので、併せて移転新築した

病院の管理上、宅地を拡張するものです。 

 

９番の申請者は、株式会社富士印刷 代表取締役 石川正人様で、愛媛県四国中央市に主たる事務

所を置き、昭和42年設立、資本金1,000万円で、各種印刷業及び紙加工業などを営む法人です。 

申請地の一部は、平成６年12月に非農家の自己住宅として５条転用の許可を受けておりましたが、

都合により転用目的がはたせないまま、現在に至っておりました。このたび譲受人の事業用地とする

ため、本申請に併せて承継を伴う事業計画変更申請書が提出されたものです。さらに平成 29 年８月

17日付で許可済みの併せ地の一部については計画変更申請をおこなうもので、全体事業計画の見直し

から、申請地と一体的に整備するものです。 

転用目的は、工場及び露天駐車場で、所有権を移転するものです。 

申請場所は、観音寺市大野原町青岡字山之前 161番 1外３筆で、市立大野原中学校の北東約 1,400

ｍに位置し、主要地方道善通寺大野原線と県道福田原観音寺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2,550㎡、併せ地3,432.32㎡、合計5,982.32㎡です。 

利用計画ですが、工場２階建1棟1,138.75㎡及び露天駐車場です。 

資金計画は、土地代1,890万円、造成費800万円、建築費２億円、合計２億2,690万円を自己資金

2,690万円、借入金２億円で賄うものです。 
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転用に及んだ理由ですが、申請者は、主に各種印刷業を営んでおりますが、業績が好調なため事業

の拡大を行うこととなり、平成 29年に併せ地の一部に新工場 728㎡を建築することとしておりまし

たが、建設に着手する前に先端設備を導入（高精度接合技術による箔押し製品高付加価値化）するた

めの支援が提案され、採択されたことから整備計画を見直すこととしたものです。 

※市も計画承認し固定資産税の償却資産税を3年間減免。 

そこで、工場連携の利便性を考え既存工場の周辺で用地を探していたところ、転用目的がはたせな

いまま放置されていた農地所有者やその農地に隣接している農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、既存駐車場として利用していたところに工場・事務所525㎡を新築し、今

回申請地の一部と併せ地に工場・倉庫・事務所1138.75㎡、さらに不足することとなった従業員用駐

車場 46 台と大型車駐車場３台分を整備しようとするものです。隣接農地関係者の同意もとれ、建築

確認の見込みもあることから、許可相当と判断しております。 

なお、譲渡人の一覧は別紙11ページを参照してください。 

 

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、２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    特に問題ございません。 

 

 

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   特に問題ございません。 

 

議長（会長） ４番、５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） ６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   問題なし 

 

議長（会長） ７番、８番について 合田 亘 委員、補足ありません説明をお願いします。 

 

 

合田委員   補足ありません 

 

議長（会長） ９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    特に問題ございません。 
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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 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７月22日農業委員会会長からの提出です。 

申請件数は２件、畑３筆335㎡です。 

 

１番の申請地は、観音寺市柞田町字北岡乙 1059 番２外１筆で、市立柞田小学校から北西に約 250

ｍに位置し、登記地目は畑、現況地目は宅地で、面積は297㎡となっております。 

申請地は、昭和 25 年頃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、観音寺市豊浜町姫浜字大屋敷 368番６で、豊浜支所から北に約 300ｍに位置し、

登記地目は畑、現況地目は雑種地で、面積は38㎡となっております。 

申請地は、昭和 25 年頃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。 

 

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、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） ２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    問題なし 
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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）  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。 

 

農政係長 

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 15 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７月22日 農業委員会 会長よりの提出です。 

 

次の16・17ページをご覧ください。 

 

こちらは経営移譲年金受給ための利用権設定で、田1筆、1,787㎡の設定となります。 

 

次の18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 7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   ７，５２７㎡ 

高室地区      ３６３㎡ 

常磐地区    ７，０１８㎡ 

柞田地区    １，９４３㎡ 

粟井地区    ６，７５５㎡ 

一ノ谷地区   ３，２０４㎡ 

大野原地区  １６，６５３㎡ 

豊浜地区   ２，１９４㎡ 

田
でん

46筆、面積 45,293.26㎡、畑1筆363㎡、総計47筆、45,656.26㎡となっております。今月

は19件の申出がありました。 

申出の中で、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26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。 

柞田地区991㎡ 

木之郷地区965㎡、 

豊田地区 18,481㎡、 

大野原地区5,098㎡、 

豊浜地区10,794㎡ 
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12件、田44筆36,329㎡が、機構への集積となります。 

今月は、6年未満の契約が８％、６年以上10年未満の契約が14％、10年契約が78％となっていま

す。 

また、賃借と使用貸借の割合は、賃借が46％で使用貸借が54％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27ページから32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33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７月22日 農業委員会 会長よりの提出です。 

 

次の34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 12 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番はNPO法人、3

番は農地所有適格法人、4番から 6番は認定農業者、７番・８番は農地所有適格法人、9番は認定新

規就農者、10番から 13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62％で個人が38％を担うこととなっています。 

4番の619・622・624-1・642及び5番は基盤強化法による貸借期間終了により農地機構を通じた貸

借へ切り替えるものです。7番のうち、2545-1・2546-1・2842-1・2842-2は基盤強化法による貸借期

間終了により農地機構を通じた貸借へ切り替えるものです。また、終期は他の農地の貸借期間と合わ

せるため、令和7年1月31日としておりますことから、貸借期間は5年6カ月となります。 

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、９

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。 
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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「土

地改良事業における非農用地区域の設定（協議）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 

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 37 ページ

をご覧ください。 

土地改良事業における非農用地区域の設定（協議）について、令和元年 6月 28日付で、観音寺市柞

田土地改良区理事長から農地耕作条件改善事業の計画において、別紙のとおり非農用地区域を設定す

るもので、昭和４９年７月１２日付４９構改Ｂ第１２４１号農林省構造改善局長通達「非農用地区域

の設定を伴う土地改良事業を行う場合における農地法等関連制度との調整措置について」の記の第２

の１（１）のアに定めるところにより、協議するものである。 

令和元年７月22日農業委員会会長よりの提出です。 

本議案の趣旨は、事業計画作成段階における関係機関との調整が必要であるためのもので、審議い

ただき特段問題がなければ、その旨を回答することとするものです。 

38ページ及び39ページの位置図をご覧ください。 

こちらは平成29年7月20日に審議いただき、了承を得ております案件になりますが、今回は非農

用地面積が変更されたことにより再協議するものです。 

土地改良事業の概要ですが、事業名は、農地耕作条件改善事業 油井北側地区で 39 ページ左側位

置図に青色に塗りつぶしている５ｈａが施工個所となります。平成 29 年度に事業開始され本年度に

完了予定となっています。 

38ページの番号1番は、表の右端の備考欄に記載しておりますように農地の区画整形で、特定用途 

用地換地と言います。事業施工前から非農用地であって、施工後においても非農用地となる土地のこ

とで、既存の建物の敷地などとなります。39ページの右側の計画平面図の四角「１」になります。既

存宅地に設置された水路以外の部分について整理するもので、変更前 452.89㎡から変更後428.32㎡

へ変更するものです。 

番号２については、将来的に長男の分家住宅を建てるため 38 ページの右の備考欄のとおり異種目

換地するものです。ほ場整備事業に持ち込んだ従前の農用地に対して、ほ場整備事業地区内に宅地等

の農用地以外の用に供する土地を配分するためのもので、通常の転用申請と同じく新しく設ける建物

の用地を捻出することになります。転用許可基準の要件である異種目に接続しており、換地予定面積

からも転用許可の見込みがあるものと判断するものです。変更前は408㎡でしたが、変更後は343㎡

へ変更されています。 なお、今回の２番のように非農用地協議がなされたほ場整備後の農地につい

ては、分家住宅を建設する際には、改めて転用許可申請が必要となるものです。 

以上、議案７号については以上であります。ご審議よろしくお願いします。 

 

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 
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議長（会長）  特にないようですので、議案第７号「土地改良事業における非農用地区域の設定（協

議）について」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５分閉会＞        

 

          

 


