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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１２月１６日（月） 午後１時３０分～午後３時１０分 

     

２ 開催場所  観音寺グランドホテル 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 

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  ４番 荻田 昇吾 

 

 

 

 

 

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 換地計画に対する同意について 

    

 

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９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。 

本日は、２，０００㎡を超える現地確認案件が２件ありますので、玄関前のバスに乗車願います。 

（現地確認後、14時20分再開） 

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。４番 荻田昇吾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、２番 合田政光

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。 

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12月16日農業委員会会長からの提出です。 

 

申請件数は４件で、田９筆7,690㎡、畑２筆1,133㎡、合計11筆8,823㎡です。 

 

議案書３ページをご覧ください。 

 

１番の申請は、県外在住の方から申請地同町の方への有償の所有権移転で、県外在住により農地の

管理に苦慮していた譲渡人との間で話がまとまったもので、譲受人は隣接農地を取得することで経営

規模の拡大を図るものです。 

 

２番の申請は、５条５番の申請に伴う地上権設定の案件で、一時転用期間は３年間です。 

申請内容は、単管パイプの支柱を立てて営農を継続する営農型太陽光発電設備です。 

営農型太陽光発電設備の下部の農地における営農計画書及び当該農地における営農への影響の見

込書も添付されており、菌興椎茸協同組合研究普及局によると「太陽光発電設備により適切な照度を

確保できるため、収量、品質に悪影響を及ぼすことはない」とされております。 

また、農地法第３条第２項ただし書きの審査基準である区分地上権等の設定等がされるときに該当

しており、営農条件に支障をきたす恐れがないため、許可相当と判断いたします。 

なお、一時転用許可期間は３年間であり、毎年、農作物の収量等について報告するよう定められて

います。 
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３番の申請は、県外在住により農業廃止を考えていた譲渡人との間で話がまとまったため所有権移

転するもので、認定新規就農者である譲受人は転居先である農家住宅に隣接する農地を取得すること

で経営規模の拡大を図るものです。 

 

 

４番は、現在貸借して耕作している譲受人が所有権を取得するものです。 

 

以上４件の申請につきましては、全部効率利用（利用・耕作）要件、農作業常時従事要件、下限面

積要件、地域との調和要件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、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）  続きまして２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    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、齋藤 照久 委員 補足説明をお願いします。 

 

齋藤委員    特に問題ございません。 

 

議長（会長）   続きまして４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    特に問題ございません。 

 

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
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進達する。令和元年12月16日農業委員会会長からの提出です。申請件数は１件、登記地目が田で現

況地目が宅地３筆336㎡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、観音寺市原町字野田1167番２外２筆で市立豊田小学校の南西約520ｍに位置し、

市道野田２号線に接した都市計画区域外の第２種農地で、転用面積は登記地目が田、現況地目が宅地

336㎡、併せ地868.16㎡、合計1204.16㎡です。 

転用目的及び利用計画は、納屋平屋建て１棟 247.19㎡、車庫平屋建て１棟 64.40㎡で、既存住宅

を含めた土地利用率は、49.15％です。 

転用に及んだ理由ですが、10月に農地を取得しようとしたところ、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。申請地は申請者の祖父が昭和 30 年頃より農作業場及び農機具置

場として利用しておりましたが、徐々に宅地化され転用許可を受けているかどうかも不明であります。

航空写真からは農地法が施行された昭和 27 年以前に申請地において建築物は確認できないため、始

末書をつけての追認申請であります。 

 

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。 

 

議長（会長）  １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12月16日農業委員会会長からの提出です。 
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 申請件数は７件で、田11筆6,742㎡、畑３筆1,020㎡、合計14筆、7,762㎡です。 

 

議案書の８ページをご覧ください。 

 

１番の申請者は、株式会社請川窯業 代表取締役 請川 和英 様で、観音寺市木之郷町に主たる

事務所を置き、昭和45年設立、資本金1,700万円で、瓦の製造販売業務などを営む法人です。 

転用目的は、太陽光発電設備で、所有権を移転しようとするものです。 

申請場所は、観音寺市昭和町二丁目甲1600番1外２筆で、ＪＲ観音寺駅から南東に約400ｍに位置

し、市道大開１号線に接した都市計画法の未線引き地域の用途地域が第一種中高層住居専用地域に定

められた第３種農地で、転用面積は、田2,497㎡です。 

利用計画は、太陽光発電設備６基、引込柱１本 0.07㎡、キュービクル１基 9.0㎡です。太陽光の

パネル枚数は 1,056枚、1枚当たりのパネル面積は約 1.62㎡で全体のパネル面積は 1,710.72㎡、発

電出力は348.4kwです。 

資金計画は、土地代400万円、造成費300万円、建築費4,300万円、合計5,000万円を全額自己資

金で賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、申請者は、新規事業として太陽光発電事業に取り組み収益を上げようと

考え、2,000㎡規模の用地を探していたところ、平成23年に相続したものの、近年は高齢により管理

に苦慮していた申請地の不動産情報を得て、土地所有者と交渉したところ意向が合致したため計画に

着手するものです。経済産業省の認可も得ており、また、被害防除計画も適切になされ、隣接農地関

係者の同意も得てい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、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 2,500万円で、建築工事の設計施工及び土木工事の設計施工などを営む

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、観音寺市植田町字西下1892番３で、観音寺市役所の南東約600ｍに位置し、市道坂本

４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449㎡です。 

利用計画は、建売分譲住宅２階建て２棟138.98㎡で、実測平均区画224.59㎡、平均建築面積69.49

㎡、平均利用率30.94％となっています。 

資金計画は、土地代543万円、造成費200万円、建築費1,800万円、合計2,543万円を、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。平成

29年10月に転用許可を受けた隣接地（10棟）の建売分譲住宅の販売実績も好調であり、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、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意向が合

致したため計画したものであります。 

申請地は、市の中心部であり且つ市道に面しており、幹線道路へのアクセスも良く周辺は宅地化さ

れていることから、販売の見込みもあり、事業計画も妥当であると考えられます。さらに、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。 
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３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、太陽光発電設備で、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2126番外１筆で、市立柞田小学校から北に約600ｍに位置し、

県道福田原観音寺線から東に約 100ｍに位置した都市計画法の未線引き地域の用途地域が第一種低層

住居専用地域に定められた第３種農地で、転用面積は、田1,106㎡です。 

利用計画は、太陽光発電設備６基、引込柱１本0.28㎡です。太陽光のパネル枚数は324枚、1枚当

たりのパネル面積は約1.63㎡で全体のパネル面積は529.78㎡、発電出力は49.5kwです。 

資金計画は、土地代230万円、造成費130万円、建築費1,150万円、合計1,510万円を全額自己資

金で賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、申請者は平成 26 年頃より太陽光発電の売電事業により収益を上げよう

と考え、これまで約5,000㎡（5,076.54㎡）の永久転用による太陽光発電設備に加え、1,662㎡の営

農型太陽光発電設備を設置しています。今般、さらなる事業拡大を考え、用地を探していたところ、

いずれも高齢により耕作に苦慮していた申請地の不動産情報を得て、土地所有者と交渉したところ意

向が合致したため計画に着手するものです。経済産業省の認可も得ており、また、被害防除計画も適

切になされていることから許可相当と判断するものです。 

 

４番の申請者は、現在、妻と子供３人と両親の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柞田町字花ノ井丙1512番１で、市立柞田小学校の北東約100ｍ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417㎡です。 

利用計画ですが、住宅２階建て１棟91.91㎡で土地利用率は22.04％です。 

資金計画は、土地代490万円、造成費410万円、建築費3,000万円、合計3,900万円を全額借入金

で賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、申請者は、現在、四国中央市の実家で妻と子供３人と両親の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ました。そこで、四国中央市で土地を探していまし

たが、条件に合う物件がなかったため、観音寺市で用地を探していたところ、昭和 51 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がまとまったため、転用に及んだ

ものです。 

 

５番の申請は、３条２番に関連しております。 

申請者は、合同会社ビッグスリーカンパニー 代表社員 長尾真理 様で、坂出市に主たる事務所

を置き、平成 30 年設立、資本金４万円で太陽光発電システムによる発電及び売電事業などを営む法

人です。 

転用目的は、営農型太陽光発電設備の架台の単管で、実の母との間で使用貸借権を設定するもので

す。 

申請場所は、観音寺市新田町字立石894番外２筆で、申請地の一部が市道丸井原線に接した都市計

画区域外の第２種農地で、一時転用面積は田 2,048 ㎡のうち営農型太陽光発電設備の支柱部分 0.65

㎡です。 

利用計画は、営農型太陽光発電設備の支柱0.65㎡と引込柱２本の0.14㎡で、一時転用期間は、許
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可日から３年間です。 

 資金計画は、建築費4,000万円、下部の農地において営農が行われなくなった場合に、支柱を含む

当該設備を速やかに撤去する必要があるため、撤去費用200万円、合計4,200万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、合同会社の代表社員の母が所有する農地の管理について、平成 28 年頃

より模索してこられましたが、今般、借り受けて営農型太陽光発電設備事業に取り組み売電収入を得

ながら、下部の農地でも営農を続けていく見込みがたったことから計画に着手するものです。下部の

農地では、夫の父のサポートを受けながら椎茸の栽培を計画しており、菌興椎茸協同組合から「太陽

光発電設備の下部においては直射日光が遮光できるため陰性植物である椎茸の収穫量や品質につい

ては問題がない」との意見書も添付されております。 

なお、営農型太陽型発電設備の設置による一時転用においては、毎年２月末に農作物の状況報告が

義務づけられており、さらに３年毎に一時転用申請を行い、転用許可を得る必要があります。 

 

６番の申請者は、３番の申請者と同じ方となります。 

転用目的は、営農型太陽光発電設備の架台の単管で、賃借権を設定するものです。 

申請場所は、観音寺市古川町字谷間原1176番１外２筆で、市立一ノ谷小学校から南西に約920ｍに

位置し、都市計画区域外の第２種農地で、一時転用面積は畑1,020㎡のうち営農型太陽光発電設備の

支柱部分0.18㎡です。 

利用計画は、営農型太陽光発電設備を設置するハウスの架台の単管 0.18㎡と引込柱0.01㎡で、一

時転用期間は、許可日から３年間です。 

 資金計画は、合わせて建築費1,800万円、下部の農地において営農が行われなくなった場合に、支

柱を含む当該設備を速やかに撤去する必要があるため、撤去費用 90万円、合計 1,890万円を全額自

己資金で賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、申請者は農業参入により荒廃化した農地における収益モデルを考え、導

入作物や施設等を模索しておりました。今般、高齢により管理に苦慮している農地の不動産情報を得

て、栽培ハウスを２棟設置し、ハウス上部に営農型太陽光発電設備を設置することにより、菌床シイ

タケ栽培に要する電力の供給と売電収入を得たいと考え計画に着手するものです。 

併せて一体的に営農を行う隣接農地及び栽培ハウス以外の農地については、11月定例会の農用地利

用集積計画で審議いただきましたとおり、ニンニクを作付ける計画となっております。 

なお、きのこの総合事業を展開する森産業㈱から「収穫量については影響がない」との意見書も添

付されております。 

 また、営農型太陽型発電設備の設置による一時転用においては、毎年２月末に農作物の状況報告が

義務づけられており、さらに３年毎に一時転用申請を行い、転用許可を得る必要があります。 

 

７番の申請者は、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大野原字石砂6376番２で、大野原支所の南西約600ｍに位置し、都市

計画区域外の第２種農地で、転用面積は田225㎡、併せ地96.35㎡合計321.35㎡です。 

利用計画ですが、住宅２階建て１棟77.63㎡で土地利用率は24.15％です。 

資金計画は、造成費100万円、建築費 3,600万円、合計3,700万円を全額借入金で賄うものです。 
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転用に及んだ理由は、現在、妻と２人で市内の借家で生活していますが、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、実家に隣接する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。 

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。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。 

 

議長（会長）  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    特に問題ございません。 

 

議長（会長）  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    特に問題ございません。 

 

議長（会長）  ６番について 荻田 昇吾 委員から問題なしと聞いております。 

 

議長（会長）  ７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）  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。引き続きまして、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12月16日 農業委員会 会長よりの提出です。 
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次の11ページをご覧ください。 

農用地利用集積計画（所有権移転）令和元年12月27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、２件の 3筆、4,187㎡の集積

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番の譲渡人は市内在住の方で、平成 30年 6月に父より相続したものですが、管理に苦慮してい

たことから、買受希望者の井下さんの義理の息子である城尾さんとの間で賃貸借しておりました。こ

の度、お互いの意向が合致したため、合意解約して井下さんが買い受ける予定です。なお、井下さん

と城尾さんは家族経営協定を締結し、共同申請により農業経営改善計画の認定を受けておられます。 

２番の譲渡人は東京都在住で、平成 30年 3月に父より相続したものですが、残存小作地であった

ため合意解約して、地元認定農業者へ売買する予定です。 

なお、こちら２件の申請につきましては、先日の12月10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 12月23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。次の 14 ページで説明させていただきますが、今回

は、１件の2筆、合計面積2,335㎡について再設定するものです。 

次の15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11月27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。 

高室地区   2,673㎡ 

常磐地区   3,036㎡ 

柞田地区   11,401㎡ 

豊田地区   12,838㎡ 

粟井地区   3,549㎡ 

一ノ谷地区  1,711㎡ 

大野原地区  31,369㎡ 

豊浜地区   6,853㎡です。 

田 67筆、面積 62,387㎡、畑 9筆、面積 11,043㎡、合計 76筆 73,430㎡となっております。今月

は35件の申出がありました。 

申出の中で、18ページの９番は、５条５番関係で貸借されるものです。営農型太陽光発電設備が設

置され、下部でシイタケを栽培する計画によるものです。 

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、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。 

なお、今月は、農地中間管理事業農用地利用配分計画（案）についての審議はございません。農地

中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律が令和元年 11月 1日に施行されたことに

伴い、これまで農地機構を通じた貸借については、土地所有者から機構が借り受けた、翌月に耕作者

へ貸し付けられておりました。具体的には11月定例会で審議いただき、11月30日に公告し、12月1

日に所有者から機構が借り受けを開始します。その後、12月に認可・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、1月1日という流れになっておりました。 

今後については、借入と転貸を同時に行う一括方式に変更となりますので、これまでの機構を通じ

た貸借については、定例会の翌月のはじめから耕作者に貸し付けられるものとなります。具体的には

1月定例会で審議・決定いただいたものについては、市で１月31日に公告し、2月1日から耕作者に

貸し付けることとなります。なお、耕作者が変更となる場合や耕作者がみつからない場合は、従来の

配分計画によります。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「換地計画

に対する同意について」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27ページをご覧ください。 

議案第５号 換地計画に対する同意について 

土地改良法第52条による換地計画の決定及び県知事認可に際し、令和元年11月27日付で豊浜町土

地改良区理事長から、横断道関連単独県費補助土地改良事業 大西地区の換地計画に対する同意を求

められたので、協議するものである。令和元年12月16日 農業委員会 会長よりの提出です。 

次の28ページをご覧ください。 

 

事業名は単独県費補助土地改良事業、地区名は大西で、昭和 62年 3月に現場工事が完了しています

が、地権者全員の同意が得られなかったため換地処分がなされないままでしたが、今般、調整がなさ

れ令和2年3月に換地処分される予定となっております。 

こちらは9月定例会において、土地改良事業における非農用地区域の設定について協議いただき、

「ため池」1,323㎡について「特に問題がないことを回答しております。」 

 

表の上側の一般不換地2筆、694㎡は土地を持ち込んだものの農地の配分を受けないで、清算した

土地となります。 

表に中程に記載している「点在宅地等非農用地」は「ため池」3筆、1,323㎡が2筆となっており

ます。 

次の53条の３第1項の規定により定められた土地については、「土地改良区」が所有する道路、

水路となります。次の54条の２第6項及び第7項の規定による土地については、観音寺市が所有す

る道路、水路となります。 

表の一番下の「合計欄」をご覧ください。従前地84筆、26,554.70㎡で、換地後は48筆、26,504

㎡となります。 

次の29ページのほ場整備前の現形図をご覧ください。見にくいですが赤線が対象エリアとなって

おります。次の30ページの換地図をご覧ください。ご覧のように区画整備工事が完了し、換地処分

されることとなります。  

この換地計画に対して地元土地改良区より農業委員会の同意を求められておりますので、よろしく

お願いします。 

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号換地計画に対する同意については、「同意する」

ということで決定させていただきます。 
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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９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１０分閉会＞        
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