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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８月２０日（火） 午後１時３０分～午後２時４５分 

     

２ 開催場所  市役所 ５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 

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  ６番 冨田 敏弘 

 

 

 

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 農地利用集積計画（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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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５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）   ［ 開会挨拶 ］ 

最初に、本日の欠席者を報告させていただきます。６番 冨田 敏弘 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、８番 豊

田 敏計 委員、並びに１６番 山内 春雄 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。 

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８月20日農業委員会会長からの提出です。 

 

申請件数は３件で、田３筆937㎡です。 

 

議案書３ページをご覧ください。 

 

１番と２番は関連があるため合わせて説明させていただきます。 

１番と２番の農地はもともと１筆でした。譲渡人は平成 16 年に相続したものの転居をしたため農

地の管理に苦慮していたところ、申請地に近接する１番と２番の譲受人との間で話がまとまったため

２筆に分筆し、それぞれ有償で所有権を移転するものです。 

 

３番の申請地は、譲受人が耕作している農地の進入口に位置することから、今般、所有権を移転す

ることにより、残存小作の解消を図るものです。また、譲受人の耕作面積が少ないですが、申請地は

農地法施行令第２条第３項のただし書きに該当し、農地の位置、面積、形状等からみてこれに隣接す

る農地等と一体として利用しなければ利用することが困難と認められる農地に該当するものです。 

 

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。 

 



3 

 

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、山下 大輔 委員、補足説明をお願いします。 

 

山下委員    特に問題ございません。 

 

議長（会長）   続きまして３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）   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      問題ございません。 

 

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８月 20日農業委員会会長からの提出です。申請件数は３件、田５筆 375㎡、畑

２筆300㎡、合計７筆675㎡です。 

 

議案書５ページ及び位置図をご覧ください。 

１番の申請と５条２番の申請は、合わせてひとつの事業となっておりますので、まとめて説明させ

ていただきます。 

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、宅地分譲で、自己所有地以外は５条申請により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 2063番３外３筆で、市立中部中学校の南西約 650ｍに位置し、

市道間方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

積は畑300㎡、田228㎡、合計528㎡です。 

 利用計画は、宅地分譲２区画で、平均区画面積は、264.46㎡となっています。 

 資金計画は、土地代138万円、造成費250万円、合計388万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業を営んでおりますが、申請地周辺で

住宅建設希望の問い合わせがあり、用地を探していたところ、自己所有農地の隣接所有者から農地の

管理に苦慮しているという情報を得たため、転用申請に及んだものです。 

申請地は、学校や幹線道路までが近いため住環境もよく、周辺は宅地化されており分譲物件に対す

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、許可相当と判断

するものです。 

 

２番の申請場所は、観音寺市柞田町字北岡乙1058番２外２筆で市立柞田小学校の北西約250ｍ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 199 ㎡、

併せ地1,202.78㎡、合計1,401.78㎡です。 

転用目的及び利用計画は、宅地拡張で、既存住宅を含めた土地利用率は、45.4％です。 

資金計画は、造成費50万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６月に別の転用申請を行おうとし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。申請地は、平成元年頃、父が車で自宅へ出入りするた

めに進入路として転用してしまったもので、当時は父も農地法の知識が乏しかったため転用申請を行

っていなかったようで、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、観音寺市池之尻町字中下 1589 番４外１筆で、観音寺市総合運動公園から北に

約750ｍに位置し、市道道下線から西に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

登記地目が田、現況地目が公衆用道路176㎡です。 

転用目的及び利用計画は、農道の拡幅です。 

転用に及んだ理由ですが、当初は 90 センチほどの農道でしたが、平成元年頃に農業の利便性を考

え、軽トラックが通行できるように農道を拡幅したもので、５条４番の転用申請に合わせて整理する

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 黒田 直文 委員、補足説明をお願いします。 

 

黒田委員      問題なし 

 

議長（会長）    ２番について 冨田 敏弘 委員から問題なしと聞いております。 

 

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      問題ございません。 

 

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
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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６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８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13筆6,596㎡、畑１筆345㎡、合計14筆、6,941㎡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、６番です。 

 

議案書の７ページをご覧ください。 

 

１番の申請者は、現在、１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出作町字川西 797番１で、香川西部養護学校の北約 250ｍに位置し、市道上出

観音寺池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439㎡です。 

利用計画ですが、住宅２階建て１棟71.21㎡、カーポート平屋建１棟46.20㎡で土地利用率は26.7％

です。 

資金計画は、造成費300万円、建築費 2,900万円、合計3,200万円を全額借入金で賄うものです。 

転用に及んだ理由は、現在、ひとりで市外の借家で生活していますが、近々に結婚する予定があり、

実家に近い場所で永住したいと考え用地を探していたところ、実家に近い祖父の所有する土地を使用

貸借することが可能となったため、住宅を新築するものです。 

 

次に２番の申請ですが、議案第２号で説明したとおりですので省略させていただきます。 

 

３番の申請者は、エビス紙料株式会社 代表取締役 海田 周治様で、観音寺市大野原町に主たる

事務所を置き、昭和 63年設立、資本金 1,000万円で、一般廃棄物及び産業廃棄物の収集、運搬、処

理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26台分で、所有権を移転するものです。 

申請場所は、観音寺市柞田町字南新開乙 1779 番外１筆で、山田産業団地の入り口交差点から北に

約 250ｍに位置し、主要地方道丸亀詫間豊浜線から併せ地を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1,970㎡、併せ地10,398㎡、合計12,368㎡です。 

資金計画は、土地代300万円、造成費 750万円、合計1,050万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、申請地に隣接する柞田リサイクルセンターには、普通車用19台

分、中型トラック用 5台分、大型トラック用９台分の駐車場がありますが、21人の職員が勤務して

いることから職員駐車場が不足しています。そのため、中型トラック用駐車場の一部を職員用駐車

場として利用しております。 

さらに、近年、産業廃棄物のリサイクル事業が好調で業務を拡大しており、その影響で柞田リサイ
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クルセンターの大型トラック用駐車スペースも産業廃棄物などの資材置場として利用していること

から敷地内が手狭となっており、その上に大型トラックの出入りも頻繁で敷地内や出入り口などが危

険な状態となっております。 

そのため、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、高齢により農地

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、申請地には大型ト

ラック用12台分、中型トラック用３台分、普通車用11台分が駐車できることから、現敷地内での安

全性が確保されるものです。 

 

４番は、４条３番に関連しております。 

４番の申請者は、現在、妻と子供２人と両親と弟の７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下1589番３で、観音寺市総合運動公園の北約750ｍに位置し、市

道道下線から西に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422㎡です。 

利用計画ですが、住宅２階建て１棟93.86㎡で土地利用率は22.2％です。 

資金計画は、造成費50万円、建築費1,300万円、合計1,350万円を自己資金350万円、借入金1,000

万円で賄うものです。 

転用に及んだ理由は、申請者は、現在、実家で妻と子供２人と両親と弟の７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したいと考え、実家の周辺で土

地を探していたところ、土地所有者である父との間で話がまとまったため、転用に及んだものです。 

 

５番の申請場所は、観音寺市粟井町字上野2076番４で市立粟井小学校の北東約420ｍに位置し、市

道立石上野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 109

㎡、併せ地375.25㎡、合計484.25㎡です。 

転用目的及び利用計画は、住宅２階建て１棟104.88㎡、カーポート平屋建て１棟7.50㎡で、既存

住宅を含めた土地利用率は、23.2％です。 

転用に及んだ理由は、申請者は現在、申請地に近接する実家で子供２人と両親の５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たため、周辺で住居を探していたところ、叔母が居住して

いた空き家を譲り受けることになり、申請地を調べたところ無断転用となっていたため、新たに居住

する譲受人が追認申請するものです。 

 

６番の申請者は、現在、夫と子供３人の５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古川町字山ノ前 970番３で、市立一ノ谷小学校の南約 480ｍに位置し、市道粟

屋古川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 499㎡です。 

利用計画ですが、住宅２階建て１棟100.18㎡、カーポート平屋建１棟33.17㎡で土地利用率は26.7％

です。 

資金計画は、造成費300万円、建築費 3,000万円、合計3,300万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、市外の借家で夫と子供３人の５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したいと考え、実家の周辺で土地

を探していたところ、土地所有者である祖母との間で話がまとまったため、転用に及んだものです。 
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７番の申請者は、株式会社ドリームホンダ 代表取締役 渡辺大輔様で観音寺市吉岡町に主たる事

務所を置き、昭和61年設立、資本金1000万円で自動車の販売及び修理などを営む法人です。 

申請場所は、観音寺市吉岡町字畔田 64 番 1 で、市立一ノ谷小学校の北西約 500ｍに位置し、国道

11号と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1,138㎡、

併せ地1,852.94㎡、合計2,990.94㎡です。 

 転用目的及び利用計画は、事務所兼店舗２階建て１棟 704.43 ㎡で賃借権を設定しようとするもの

です。 

 資金計画は、造成費1,500万円、建築費7,000万円、合計8,500万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、国道 11 号の拡幅工事において、現在の店舗敷地の３分の１が買収され

ることになり、営業が困難となることが判明しました。そこで、現店舗の周辺で土地を探していたと

ころ隣接農地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、転用後は現店舗を取り壊し

来客用駐車場とし、申請地に事務所兼店舗を建築する計画です。 

 

８番の申請者は、現在、妻と子供１人の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下林4503番２で、大野原インターチェンジの南西約230ｍに

位置し、市道旧国道柞田大野原線に接した都市計画区域外の第２種農地ですが、インターチェンジよ

り300ｍ以内に立地しているため第３種農地として取り扱うもので、転用面積は田345㎡です。 

利用計画は、住宅２階建て１棟76.18㎡で土地利用率は22.0％です。 

資金計画は、土地代と造成費合わせて500万円、建築費2,500万円、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、借家で妻と子供１人の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ており、子供の面倒をみてもらうため妻の実家に近い場所で土地を探してい

たところ、兼業のため農地の管理に苦慮していた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。 

 

９番の申請場所は、観音寺市大野原町花稲字切戸492番１外２筆で、大野原インターチェンジから

西に約1050ｍ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1,532㎡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324枚、1枚当たりのパネル面積は約1.65㎡で総

パネル面積は534.60㎡、発電出力は49.5kwです。 

資金計画は、造成費200万円、建築費1,500万円、合計1,700万円を自己資金800万円、借入金900

万円で賄うものです。 

転用に及んだ理由は、安定した収入を得るため太陽光発電設備の設置を計画し1,500㎡規模の土地

を探していたところ、宅地に囲まれている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。 
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10番の申請者は、三有研器株式会社 代表取締役 有岡康介様で、高松市多賀町に主たる事務所を

置き、昭和30年設立、資本金1,000万円で、工業用刃物の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10台分で、所有権を移転するものです。 

申請場所は、観音寺市大野原町花稲字西野田1150番１で、大野原インターチェンジの北約800ｍに

位置し、市道花稲空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259㎡、併せ地1052.44

㎡、合計1311.44㎡です。 

資金計画は、土地代280万円、造成費100万円、合計380万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、従業員の車９台と来客者の駐車場を工場敷地内で賄っていますが

工場敷地内は非常に手狭になっており、商品や材料運搬用のトラックの出入りの際に支障をきたして

おります。 

そこで、従業員の車を駐車できる土地を探していたところ、農業廃止を考えていた土地所有者との

間で話がまとまったため転用申請に及んだものです。申請地は、工場に近接しており、従業員用９台

分と来客者用１台分が駐車できるため、工場敷地内でのトラックの転回が可能となるなど利便性と安

全が確保されるものです。 

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 小西 修 委員 補足説明をお願いします。 

 

小西委員    補足ありません。 

 

議長（会長）  ２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    問題ございません。 

 

議長（会長）  ３番について 冨田 敏弘 委員から問題なしと聞いております。 

 

議長（会長）  ４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    問題ございません。 

 

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

 

齋藤委員    問題ございません。 

 

議長（会長）   ６番、７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     異議なし 

 

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     特にありません。 

 

議長（会長）    ９番、１０番について 合田 亘 委員、補足説明をお願いします。 
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合田委員      異議なし。 

 

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「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。議案第４号について、説明させていただきます前に議案書の修正をお願いします。議案

書の 18ページ、受付番号 18番の左から 2列目の「利用権を設定する者」の住所番地を「444-1」か

ら「441-1」に修正をお願いします。お手数をおかけしました。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10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。 

令和元年８月20日 農業委員会 会長よりの提出です。 

 

次の11・12ページをご覧ください。 

 

農用地利用集積計画（所有権移転）８月30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。２ヶ月前の6月定例会で、所有者４名から農地機構

への所有権移転の申し出をご承認いただき、移転登記が完了しました。  

今回は、３件の６筆、合計面積 13,924 ㎡について、機構から買受希望者への所有権移転の申し出

となります。 

次の12ページで説明させていただきますが、 

 

1番の買受予定者は、周辺を中心に規模拡大を行っている認定新規就農者です。 

２番の買受予定者は地元認定農業者で、隣接地に農業用倉庫を所有しているため利便性の効率が図

られるものです。 

３番の買受予定者は、近接地を経営の拠点としている農地所有適格法人です。 

なお、こちら３件の申請につきましては、７月 29日及び 8月 5日にそれぞれ利用調整会議を開催

しました。買受予定者、地区等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13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８月 30 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  ５，３５０㎡ 

柞田地区     ４４６㎡ 

木之郷地区  ２，８８４㎡ 

豊田地区   ３，４４９㎡ 

粟井地区   ６，４７５㎡ 
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大野原地区  ３２，６７１㎡ 

豊浜地区   ５，２７９㎡ 

田55筆、面積 56,553.57㎡となっております。今月は27件の申出がありました。 

申出の中で、15ページの３番をご覧ください。 

柞田町の赤坂満さん37歳ですが、㈱Growble農人で研修を受けておりましたが８月より独立経営を

開始したものです。現在、認定新規就農者への申請を進めており、農業次世代人材投資事業を活用し

て年間150万円、最長5年間の給付を受ける予定です。 

その他、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22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29,553㎡ 

豊田地区 10,177㎡、 

大野原地区10,233㎡、 

豊浜地区2,997㎡ 

27件、田43筆、52,425㎡、畑1筆、535㎡、合計44筆、52,960㎡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 44％、10年契約が 51％となっていま

す。 

また、賃借と使用貸借の割合は、賃借が64％で使用貸借が36％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23ページから29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。 

 

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      異議なし       

 

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30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。 

令和元年８月20日 農業委員会 会長よりの提出です。 

 

次の31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４号でご承認いただきました 27 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。 
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借 受
かりうけ

予定者の担い手区分を報告させていただきますが、 

１番・２番は農地所有適格法人、３番・4 番は認定農業者、5 番から９番は農地所有適格法人、10

番は農業者、11番は農地所有適格法人、12番から 17番は認定新規就農者、18番から 20番は農地所

有適格法人、21番・22番は農事組合法人、23番・24番は認定農業者、25番は農業者、26番は認定

新規就農者、27番は認定農業者です。 

法人と個人が担う割合は、法人が全体の49％で個人が51％を担うこととなっています。 

２番及び５番から９番・11番は農地所有適格法人の代表者名で借り入れていたものを期間満了に伴

い、法人が借り入れるものです。 

３番・４番は公益財団法人香川県農業振興公社より借り入れていたものですが、期間満了に伴い農

地機構を通じて借り入れるものです。 

10番・25番は申請地に隣接する大野原の下組地区の農業者で、柞田町広庄地区で、平成21年に換

地された申請地を公益財団法人香川県農業振興公社を通じて祖父が借りていたものですが、この度期

間満了に伴い引き続き借り入れるものです。 

21番は地元認定農業者が借りていたものですが、解約して農事組合法人が使用貸借するものです。 

22番は残存小作地でありましたが合意解約し、農事組合法人が使用貸借するものです。 

26番は6月の定例会で農用地利用集積計画を承認いただいた案件の一つです。申請者は年間150万

円を最長5年間の給付を受けられる農業次世代人材投資事業を活用しておりますが、その要件として

経営開始から1年以内に農地機構を通じた貸借権を設定する必要があったことから、今回、農業経営

基盤強化促進法による貸借から農地機構を通じた貸借へ切り替えるものです。 

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、10

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 

     

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。 

 

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２時４５分閉会＞        


