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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２年１月２０日（月） 午後１時３０分～午後３時１０分 

     

２ 開催場所  観音寺市役所 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 

12番 山下 大輔 

13番 岡下 定幹 

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  11番 石川 素康 

14番 小出 章寛 

 

 

 

 

 

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 

    

 

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10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１７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。11 番 石川 素康委員、14 番 小出 章寛委員

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、４番 荻田昇吾委員、並びに13番 岡下定幹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。 

議案の説明に入る前に議案書の訂正をお願いいたします。まず、位置図ですが、２ページ目が抜け

ておりましたので、本日配布しておりますので、追加をお願いします。 

次に、議案書の９ページ、非農地証明願いの２番に６筆の土地がありますが、それぞれ地目の下段

の現況地目が畑になっておりますので、全て、山林に訂正をお願いいたします。 

訂正はよろしいでしょうか。お手数をおかけし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２年１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４筆2,675㎡、畑１筆539㎡、合計５筆3,214㎡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、申請地は宅地に隣接

しているため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、譲受人は自宅に隣接

する申請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の本社に近接

しており、また、譲受人は周辺農地を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。 

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、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もので、譲受人は申請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、県外在住の方から市内同町の方への有償の所有権移転です。平成 30 年に相続したものの

県外在住のため農業廃止を考えていた譲渡人との間で話がまとまったもので、規模の拡大を図るもの
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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    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、中村 能身 委員 補足説明をお願いします。 

 

中村委員    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２年１月 20 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１筆378㎡です。 

 

議案書５ページ及び位置図をご覧ください。 

１番の申請場所は、観音寺市出作町字西側 240番４で市立中部中学校の東約 420ｍに位置し、市道

出作１号線と市道堂之本線に接した都市計画法の未線引き地域の第２種農地で、転用面積は登記地目

が田、現況地目が宅地378㎡、併せ地413.93㎡、合計791.93㎡です。 
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転用目的及び利用計画は、住宅平屋建て１棟 109.71㎡、倉庫平屋建て１棟 32.24㎡で、既存住宅

を含めた土地利用率は、37.13％です。 

転用に及んだ理由ですが、昨年 11 月に転用申請を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。申請地は申請者が昭和 51 年頃に当初は納屋兼農作業場と

して建築し利用しておりましたが、徐々に宅地部分が拡張されていったもので、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。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）  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２年１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917㎡、畑１筆214㎡、合計４筆、1,131㎡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、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妻の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天神町二丁目甲 803番５で、観音寺市役所の北西約 250ｍに位置し、市道駅通

り池之尻線と市道坂本２号線と市道笠松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

二種住居地域に定められた第３種農地で、転用面積は、田415㎡です。 

利用計画ですが、住宅平屋建て１棟101.08㎡で土地利用率は24.35％です。 

資金計画は、造成費150万円、建築費 1,350万円、合計1,500万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、妻と子供２人の４人で市内の借家で生活していますが、妻の実家に近
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い場所で永住したいと考え、妻の父の所有地から用地選定し、住宅を新築するものです。 

 

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村黒町字堂免 608番２で、観音寺市役所の北東約 900ｍに位置し、市道小原久

保畑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407㎡です。 

利用計画は、住宅２階建て１棟90.00㎡で土地利用率は22.11％です。 

資金計画は、土地代400万円、造成費300万円、建築費2,200万円、合計2,900万円を全額借入金

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、土地を探していたところ、祖母の自宅に隣接した農地を所有

する親戚との間で話がまとまったため、計画に着手するものです。 

 

３番の申請者は、現在、両親と夫と子供３人の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大畑乙 399番２外１筆で、市立柞田小学校の南西約 540ｍに位置し、

市道大畑山田線と市道玉田大畑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

は登記地目が田、現況地目が宅地95㎡、畑214㎡、合計309㎡です。 

利用計画は、住宅２階建て１棟68.73㎡、カーポート平屋建て１棟26.20㎡で土地利用率は30.72％

です。 

資金計画は、土地代300万円、造成費200万円、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、実家で両親と夫と子供３人の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、子供の面倒をみてもらうため実家に近い場所で土地を探して

いたところ、実家に隣接している父所有の土地と、親戚所有の土地を譲り受けることが可能となった

ため計画に着手するものです。なお、親戚所有の農地には、倉庫が建っているため始末書が添付され

ておりますが、取り壊し、カーポート用地とするものです。 

 

以上で、議案第３号の説明を終わります。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 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    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。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８ページをご覧ください。 

議案第４号非農地証明願について、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２年１月20日農業委員会会長からの提出です。 

申請件数は２件、登記地目が田、現況地目が宅地１筆 84 ㎡、登記地目が畑、現況地目が山林６筆

1,329㎡、合計７筆1,413㎡です。 

 

１番の申請地は、観音寺市中田井町字下所 709番１で、市立一ノ谷小学校から南東に約 980ｍに位

置し、登記地目は畑、現況地目は宅地で、面積は84㎡となっております。 

申請地は、昭和 26 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、観音寺市大野原町海老済字中山口417番外５筆で、旧五郷小学校から南に約３ｋ

ｍに位置し、登記地目は畑、現況地目は山林で、面積は1,329㎡となっております。 

申請地は、当初、畑として管理されておりましたが、昭和60年頃以降、高齢により管理に苦慮し、

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。 

 

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番については、荻田 昇吾 委員 、補足説明をお願いいたします。 

 

荻田委員     特に問題ございません。 

 

議長（会長）   ２番については、今井 康博 副会長、補足説明をお願いいたします。 
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今井副会長    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）   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10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2年1月20日 農業委員会 会長よりの提出です。 

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 2年 1月 31日公告（案）ですが、こちらは、農業経営基

盤強化促進法に基づく、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  2,516㎡ 

高室地区   1,295㎡ 

常磐地区   18,488㎡ 

柞田地区   2,336㎡ 

木之郷地区  4,056㎡ 

豊田地区   16,177㎡ 

粟井地区   19,476㎡ 

一ノ谷地区  18,266㎡ 

大野原地区  20,838㎡ 

豊浜地区   10,235㎡です。 

田134筆、面積113,356.77㎡、畑1筆、面積326㎡、合計135筆113,682.77㎡となっております。

今月は52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したが、12ページの３番と４番の借受者は常磐地

区を中心に活動している受託者部会等でも活躍しておられますが、４番の借受者がいわゆる親世代で、

３番の借受者が子の世代になりますが、大部分を引き継ぐこととなり世代交代が円滑に行われる結果

となっています。その他、個々の説明は省略させていただきます。 

続きまして議案書の30ページをご覧ください。 

こちらは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が、借入と転貸を同時に行う一括方式に変更となっており
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ます。 

こちらの農用地利用集積計画総括表 農地中間管理権設定 令和２年１月３１日公告案ですが農

地機構を通じた申し出を集計したものです。 

それでは、今月の農地機構を通じた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1,685㎡ 

柞田地区1,163㎡ 

豊田地区49,465㎡ 

粟井地区8,472㎡ 

大野原地区18,676㎡ 

豊浜地区6,981㎡ 

38件、田87筆、84,757㎡、畑2筆、1,685㎡、合計89筆、86,442㎡です。今月は、6年未満の契

約が13％、６年以上10年未満の契約が9％、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27％で使用貸借が73％となっています。 

農地の出し手及び土地の所在地、借受者等につきましては、次の31ページから38ページに記載し

ております。 

表の左から、貸付者、権利設定する土地の所在、地番、取り扱い面積、設定する権利の種類、貸付

設定期間、賃料、半分から右側に借受者の氏名、住所、権利設定の種類、借り受ける期間、賃料、利

用内容、農地機構を通じた貸借契約の状況を記載しております。これまでは手続きの関係から農地機

構が一旦預かることとなるため、貸付期間の始期が1か月ずれておりましたが、一括方式に変更とな

ったことから同日となっています。 

今月の認定農業者等が担う面積等の区分については、認定農業が 18筆・14,494㎡で17％、認定新

規就農者が5筆・3,508㎡で4％、農地所有適格法人が64筆・67,494㎡で78％、地元農業者が2筆・

946㎡で1％となっています。 

31ページの受付番号 1番、35・36ページの 23番、24番、37ページの 31番、38ページ 38番は農

業経営基盤強化促進法による貸借からの切り替えとなっています。 

また、31ページの受付番号3番から34ページの17番及び19番から22番の株式会社ベイファーム

の貸借については、農作業受委託していた農地について貸借権を設定するものです。 

36ページの受付番号 25番から 37ページの 29番は、地元農地所有適格法人が耕作していたもので

すが合意解約し、地元認定農業者の農地利用最適化推進委員である土田さんが引き継ぐ形で借り受け

るものです。 

一通りお目通しいただきまして、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。 
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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。 

 

全委員    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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