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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９月２０日（金） 午後１時３０分～午後２時３５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 

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  12番 山下 大輔 

 

 

 

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６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。12番 山下 大輔 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、９番 齋

藤照久 委員、並びに１７番 川下 肇 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。 

議案の説明に入ります前に、議案書の３ページ４ページを本日配布のものと差し替えていただきま

すようお願いいたします。 

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９月20日農業委員会会長からの提出です。 

 

申請件数は７件で、田12筆5,764㎡、登記地目が宅地で現況地目が田２筆、105.77㎡、合計14筆

5,869.77㎡です。 

 

議案書３ページをご覧ください。 

 

１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、労働力不足により規

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。 

 

２番の申請は、相続者がいないため遺贈による所有権移転で、久保田進氏死亡により、遺言公正証

書に明記された遺言執行者により手続きされるもので、すでに農地を管理している親戚関係にあたる

譲受人へ所有権を移転するものです。 

 

３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、労働力不足により規

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、譲受人の夫婦は経営規模の拡大を図る

もので、共有名義で所有権を２分の１ずつ持つものです。 

 

４番と５番は関連があり、４番の農地と５番の農地を相互交換することにより、お互いの利便性の
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向上を図るものです。 

 

６番の譲受人は、大野原町を中心に水稲やレタスの耕作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。申請地は譲受人の本社に隣接しており、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。 

 

７番の申請地は、以前転用許可が出ており、宅地の一部として利用されておりましたが、10年ほど

前より空き家となっておりました。このたび、県道の拡幅に伴い建物が取り壊され、申請地が農地へ

と復旧されたため、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し、許可を

受けることにより、譲受人である隣接農地所有者へと所有権を移転するものです。 

以上７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、合田 政光 委員、補足説明をお願いします。 

 

合田委員   補足なし 

 

議長（会長）    続きまして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    問題なし 

 

議長（会長）    続きまして３番、４番、５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）  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    補足なし 

 

議長（会長）    続きまして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。 

 



4 

 

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９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220㎡です。 

 

議案書６ページ及び位置図をご覧ください。 

１番の申請場所は、観音寺市豊浜町和田浜字宮ノ後1562番６で豊浜支所の南約200ｍ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畑、現況地目が宅地 220 ㎡、併せ地

694.07㎡、合計914.07㎡です。 

転用目的は、住宅平屋建て１棟及び物置平屋建て１棟です。 

利用計画は、住宅平屋建１棟58.48㎡、物置１棟13.50㎡で既存住宅を含めた土地利用率は、26.2％

です。なお、併せ地部分は、近隣の特別養護老人ホームから駐車場として借用したい旨の依頼があ

ったため、10台分の貸駐車場として利用しております。 

資金計画は、造成費及び建設費合わせて913万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、これまで居住していた住宅では子供の成長に伴い手狭になってきたため、以

前、鉄工所を営んでいた土地及び隣接地に住宅を建設したところ、土地の一部が農地であったため、

始末書を添付し転用申請を行い、是正するものです。 

 

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、川下 肇 委員、補足説明をお願いします。 

 

川下委員     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。 
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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９月20日農業委員会会長からの提出です。 

 申請件数は４件で、田３筆1,463.30㎡、畑１筆221㎡、登記地目が宅地、現況地目が田480.10㎡、

合計５筆、2,164.40㎡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、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昭和町一丁目甲1670番１外１筆で、ＪＲ観音寺駅の南約370ｍに位置し、市道

大開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1,037.30㎡、併せ地13㎡、合計1,050.30㎡です。 

 利用計画は、宅地分譲４区画で、平均区画面積は、224.36㎡となっています。 

 資金計画は、土地代684万円、造成費300万円、合計984万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。 

申請地は商業施設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。 

 

２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柞田町字黒渕乙1403番２で、市立柞田小学校の北西約820ｍに位置し、市道黒

渕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426㎡です。 

利用計画ですが、住宅２階建て１棟108.30㎡で土地利用率は25.4％です。 

資金計画は、造成費100万円、建築費2,000万円、合計2,100万円を自己資金1,100万円、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、市内の借家で妻と子供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、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父と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。 
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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木之郷町字前田 797番１で、観音寺市総合運動公園の南約 740ｍに位置し、市

道木之郷道下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宅地で現況地目が田

480.10㎡です。 

利用計画ですが、住宅平屋建て１棟120.60㎡で土地利用率は25.1％です。 

資金計画は、土地代338万円、造成費300万円、建築費2,300万円、合計2,938万円を全額借入金

で賄うものです。 

転用に及んだ理由は、申請者は、現在、市内の借家で妻と子供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、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、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。 

 

４番の申請者は、観音寺市長 白川晴司で観音寺市坂本町一丁目１番１号に位置を定めています。 

転用目的及び利用計画は、工事用仮設道路76.29㎡で、使用貸借権を設定するものです。 

申請場所は、観音寺市新田町字堂ノ岡下1385番１で、市立豊田小学校の南約180ｍに位置し、市道

粟屋堂之岡線に接した都市計画区域外の第２種農地で、一時転用面積は、221㎡のうち76.29㎡です。 

 一時転用期間は、許可日から令和３年３月31日までです。 

 資金計画は、造成費30万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、観音寺市は、旧豊田幼稚園跡地に豊田分団の消防屯所と同地区における

高齢者の交流スペースとしての地域サロンや三世代交流の場として利用ができる介護予防拠点施設

の整備を計画しております。今年度は、敷地の造成工事を計画しており、工事用車両の進入路を設置

する必要があるため、計画に着手するものです。また、申請地は農用地区域内の農用地であるため、

市長部局より農業振興地域整備計画の達成に支障がない旨の意見書が得られていること、また、令和

３年３月31日までの一時転用後の農地への復元工程も示されております。 

 

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 合田 政光 委員 補足説明をお願いします。 

 

合田委員      補足なし 

 

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      問題なし 

 

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      問題なし 
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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。 

   

議長（会長）   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９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９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488㎡、畑１筆52㎡、合計３筆540㎡です。 

 

１番の申請地は、観音寺市室本町字北新地 649番３で、市立高室小学校から南西に約 640ｍに位置

し、登記地目は畑、現況地目は宅地で、面積は52㎡となっております。 

申請地は、昭和 23 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、観音寺市柞田町字関前丙 297 番１外１筆で、市立柞田小学校から南東に約 1150

ｍに位置し、登記地目は田、現況地目は宅地で、面積は488㎡となっております。 

申請地は、昭和 16 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、私が、補足説明をお願いします。 

 

議長（会長）   問題なし 

 

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。 
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冨田委員      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）    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。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 11 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９月20日 農業委員会 会長よりの提出です。 

 

次の12・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、経営移譲年金、令和元年９月 26日公告（案）ですが、 

こちらは、経営移譲受給のための申し出です。下側の 13 ページで説明させていただきますが、今

回は、１件の６筆、合計面積1,842㎡について再設定するものです。 

 

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９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  １，４０１㎡ 

高室地区   ６，３３８㎡ 

常磐地区   １，３９８㎡ 

柞田地区   ７，５７７㎡ 

木之郷地区  １１，７２３㎡ 

豊田地区   １３，７２０㎡ 

粟井地区   １，１４４㎡ 

大野原地区  １０，２６５㎡ 

豊浜地区   ４，２７５㎡ 

田６８筆、面積５４,６３６．４２㎡、畑７筆、面積３，２０５㎡、合計７５筆５７，８４１．４

２㎡となっております。今月は３２件の申出がありました。 

申出の中で、17ページの13番から19ページの16番をご覧ください。 

先月にも紹介させていただきましたが、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。今回14筆、5,063㎡を借入たことにより、

経営面積は5,509㎡となります。 

続きまして20ページの18番をご覧ください。 

坂本町の請川康太さん 30 歳です。父親が体調を崩したために３条申請で生前一括贈与を考えられ

ています。居住地は坂本町ですが実家の農業経営を引き継ぐもので、申し出地については現在、口約

束で耕作をしていますが、生前一括贈与手続きに併せて整理するもので、4,678 ㎡の経営面積となり

ます。 
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続きまして、23ページの29番をご覧ください。 

流岡町の三宅 智さん42歳ですが、義父より経営継承し、採種タマネギを基幹に、本年４月より農

業経営改善計画の認定を受け農業経営を行っています。申し出地は平成 25 年 12 月から令和５年 11

月 30 日の期間で義父が使用貸借していたものです。義父が亡くなったことにより、死亡日の翌日よ

り使用貸借契約は終了となるものですが、引き続き利用するため、貸借契約するものです。 

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25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 924㎡ 

柞田地区3,389㎡ 

豊田地区 10,995㎡、 

粟井地区2,701㎡ 

大野原地区15,624㎡、 

豊浜地区2,069㎡ 

16件、田38筆、35,701.70㎡が、機構への集積となります。 

今月は、6年未満の契約が 4％、６年以上 10年未満の契約が 46％、10年契約が 50％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26ページから30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31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９月20日 農業委員会 会長よりの提出です。 

 

次の32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 17 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番は認定農業者、２番から5番は認定新規就農者、6番は農地所有適格法人、7番は認定農業者、



10 

 

８番・９番は農地所有適格法人、10番・11番は認定農業者、12番・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、16番はＮＰＯ法人、17番は農地所有適格法人です。 

法人と個人が担う割合は、法人が全体の68％で個人が32％を担うこととなっています。 

1番・7番・13番・14番は農業経営基盤強化促進法による貸借期間満了に伴い、農地機構を通じて

借り入れるものです。 

９番及び 12 番は農地所有適格法人の代表者が農業経営基盤強化促進法により借り入れていたもの

ですが、期間満了に伴い法人が農地機構を通じて借り入れるものです。 

11番は令和2年9月末まで地元農業者が借り入れていたものですが、解約して地元認定農業者が農

地機構を通じて借り入れるものです。 

17番は、地元農業法人（合田農園）が借り入れていたものですが、期間満了に伴い農地所有適格法

人が農地機構を通じて貸借するものです。 

次のページをご覧ください。 

こちらは借入者の変更によるもので、認定新規就農者が貸借するものです。 

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、11

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「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。 

 

農地係長 

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９月６日付で、観音寺市豊浜

町土地改良区理事長から横断道関連単独県費補助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号農林水産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９月20日農業委員会会長よりの提出です。 

本議案の趣旨は、通常、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す

が、本案件の現場工事は昭和 62 年に完了しており、地権者全員の同意が得られなかったため、現在

まで換地処分には至っておりませんでした。   

このたび、関係者との協議を重ね、調整が整ったため、換地処分を行うにあたり、 

ご審議いただき特段問題がなければ、その旨を回答するものです。 

では、41ページをご覧ください。41ページの緑色の部分、甲 34番、甲 36番 1、甲 36番 2は、当
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初ため池 431㎡でありました。農地を区画整形するため、甲 34番の池については、赤色部分の農地

と交換します。そして、42ページ赤色部分のとおり甲34番、甲41番を換地後のため池とし、非農用

地区域と設定するものです。 

 

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 

 

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２時３５分閉会＞        

 

            

 

 

 

 


