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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２月２０日（木） 午後１時３０分～午後３時１０分 

     

２ 開催場所  観音寺市役所 ５階会議室 

 

３ 出席委員 １７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 

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 

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11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。 

今月は、現地調査の対象であります2,000㎡を超える転用案件が１件ございますので、玄関前に用意

してあるバスにご乗車お願いいたします。 

（14時10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。12 番 山下大輔委員、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、６番 冨田敏弘委員、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。 

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２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５筆3,584㎡です。 

 

議案書３ページをご覧ください。 

 

１番の申請は、令和元年 10 月まで譲受人が譲渡人より借り入れていた土地の一部になります。今

般、農地の利便性の向上を図るため、縦長の２筆を合筆して、面積の半分程度について、正方形に近

い形で２筆に分筆し、所有権を移転するものです。 

 

２番の申請は、議案第７号で説明させていただく土地改良事業実施区域内の農地で、市外在住によ

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、有償の所有権移転となります。

譲受人は、利便性が上がる土地改良事業実施区域内で経営規模の拡大を図るものです。 

 

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。 

 

４番の申請は、残存小作の解消を図るもので、現在、耕作している譲受人が所有権を取得するもの

です。 
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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、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）    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     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、川下 肇 委員 補足説明をお願いします。 

 

川下委員     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２年２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337㎡です。 

 

議案書６ページ及び位置図をご覧ください。 

１番の申請は５条５番に関連しております。 

申請場所は、観音寺市室本町字関谷535番14で旧観音寺市民プールの南東約250ｍに位置し、市道
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室本海岸線から北に20ｍ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畑、現況

地目が雑種地337㎡です。 

転用目的及び利用計画は、貸資材置場で、資材を保管するためのビニールハウス４棟が建てられて

おります。 

転用に及んだ理由ですが、申請者の夫は、高松市で農業用各種資材の加工、販売、並びに農業用施

設の建設業を営む第一讃陽ビニール株式会社に勤めており、西讃地区の営業を担当しております。西

讃地域での取引先が増加したことから、平成２２年頃に業務の効率化を図るため、妻の所有する農地

を資材置き場に転用し、第一讃陽ビニール株式会社へ貸し付けていたものです。 

このたび、５条５番の申請を行うにあたり、土地を調べていたところ、申請地が農地であったため、

始末書を添付し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番については、私ですが、特に問題なしです。 

 

議長（会長）   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２年２月20日農業委員会会長からの提出です。 

 申請件数は11件で、田16筆6,081㎡、畑４筆279.84㎡、登記地目が宅地で現況地目が畑１筆72.69

㎡、合計21筆、6,433.53㎡です。 

転用申請に際し、令和元年12月に農業振興地域整備計画の変更の届出があり、令和２年１月31日

付で変更案が公告されている案件は、６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番の申請は、２番、３番に関連しております。 

申請場所は、観音寺市坂本町五丁目甲1430番６で、市立中部中学校の北西約300ｍに位置し、市道
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粟井駅南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住居地域に定められた第３種農

地で、転用面積は、田18㎡、併せ地217.01㎡、合計235.01㎡です。 

転用目的は、住宅拡張で所有権を移転するものです。 

利用計画は、住宅２階建て１棟86.61㎡で、既存住宅を含めた全体の土地利用率は57.3％です。 

転用に及んだ理由ですが、昭和６０年頃、隣接農地所有者の今は亡き父の了解を得て住宅を建築し

たものですが、分筆及び転用申請を怠っていたもので、始末書を付しての追認申請となります。 

 

２番と３番は関連がありますので、まとめて説明させていただきます。 

２番の申請者は妻と子供１人の３人で市内の借家で暮らしています。また、３番の申請者は県外の

借家で１人で生活していますが、近々結婚の予定があります。申請者の２人は姉弟であり、共に実家

の近くで住宅用地を捜していたところ、平成 10 年に相続したものの高齢により管理に苦慮していた

譲渡人との間で話がまとまったため、それぞれ転用に着手するものです。 

申請場所は観音寺市坂本町五丁目甲 1433番７外３筆で、市立中部中学校の北西約 300ｍに位置し、

市道坂本６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住居地域に定められた第３

種農地で、転用面積は、２番が４９９㎡、３番が４１８㎡となっています。 

利用計画ですが、いずれも住宅２階建て１棟 111.65 ㎡で土地利用率は２番が 27.50％、３番が

34.35％で、それぞれ利用率も満たしており、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。 

なお、不特定多数の人を相手として、反復継続して取引を行うことは場合には、宅地建物取引業法

第３条第１項により、知事又は国土交通大臣の免許を受けなければならないとされておりますが、譲

渡人は宅地建物取引業法の許可を得ておりません。そのため今後、宅地又は建物の売買を行う予定が

ない旨の県知事あての誓約書も添付されております。 

 

 

４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申請者の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、観音寺市坂本町六丁目甲1283番２で、ＪＲ観音寺駅の東約300ｍに位置し、市道上新

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住居地域に定められた第３種農地

で、転用面積は、田213㎡です。 

利用計画ですが、住宅２階建て１棟57.96㎡で土地利用率は27.21％です。 

資金計画は、造成費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。 

転用に及んだ理由ですが、申請者は、現在、市内の借家で妻と２人で生活していますが、将来のこ

とも考え妻の実家に近い場所で土地を探していたところ、妻の父の土地を使用貸借することができた

ため、住宅を新築するものです。 

 

５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室本町字関谷535番11で、旧観音寺市民プールの東約200ｍに位置し、都市計

画区域外の第２種農地で、転用面積は田234㎡です。 

利用計画ですが、住宅平屋建て１棟108.06㎡で土地利用率は46.18％です。 
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資金計画は、造成費100万円、建築費 2,900万円、合計3,000万円を全額借入金で賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、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、母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。 

 

６番の申請者は、有限会社アサヒ企画 代表取締役 藤原明様で、観音寺市村黒町に主たる事務所

を置き、平成 13年設立、資本金 500万円で、不動産の販売、賃貸、管理、仲介の業務などを営む法

人です。 

転用目的及び利用計画は、露店駐車場６台分で、所有権を移転するものです。 

申請場所は、観音寺市村黒町字五反地 265番２で、市立常磐小学校から北に約 420ｍ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 262㎡、併せ地 423

㎡、合計685㎡です。 

資金計画は、土地代100万円、造成費40万円、合計140万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、会社用２台分、社員用６台分、来客用２台分の合計 10 台分の駐

車場で賄っておりますが、近年、事業が好調で、特に来客者と業者で打ち合わせを行う時は駐車場が

不足しており、市道にはみ出て駐車をしており、迷惑をかけている状況です。そこで、会社の周辺で

用地を探していたところ、平成 24 年に相続したものの高齢により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。申請地には普通車用６台分が駐車できること

から社員用駐車場とすることで、駐車場不足を解消するものです。 

 

７番の申請者は、株式会社ＭＡＲＵ不動産 代表取締役 真部 瑠美様で、観音寺市大野原町に主

たる事務所を置き、平成 23年設立、資本金 100万円で宅地建物取引業及び不動産の賃貸業並びに管

理業務などを営む法人です。 

転用目的は、建売分譲住宅で、所有権を移転するものです。 

申請場所は、観音寺市柞田町字岡ノ前乙878番２外４筆で、市立柞田小学校の西約220ｍに位置し、

市道大畑玉田線と市道大畑小学校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2,242.69㎡です。 

利用計画は、建売分譲住宅２階建て８棟530.63㎡で、実測平均区画243.84㎡、平均建築面積66.32

㎡、平均利用率27.20％となっています。 

 資金計画は、土地代984万円、造成費1,416万円、建築費5,600万円、合計8,000万円を全額自己

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の賃貸、売買、管理を営む法人であ

ります。他地区での分譲事業も好調であり、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、高齢や労働

力不足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。

小学校や幼稚園、保育所が 500ｍ以内にあり、幹線道路までのアクセスも良く、住環境に優れている

ことから売買も見込まれ、また、（被害防除計画も適切になされ）隣接農地所有者の同意もあり、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。 

 

８番の申請場所は、観音寺市柞田町字大間乙3388番６外２筆で、市立柞田小学校の南西約700ｍに
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位置し、市道大畑５号線と市道山王山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、畑45.84㎡、併せ地118.28㎡、合計164.12㎡です。 

転用目的及び利用計画は、申請地に隣接する住宅の合併浄化槽の設置用地と駐車場２台分です。 

既存住宅を含めた土地利用率は、36.67％です。 

資金計画は、土地代27万円、造成費30万円、合計57万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、申請地に隣接する現在の住宅は汲み取り式のトイレであるため、水洗ト

イレに変えようと考え合併浄化槽を設置する用地を探していた折、昭和 63 年に相続したものの面積

が小さいため管理に苦慮していた住宅に隣接する農地所有者との話がまとまったため計画に着手す

るものです。なお、申請地には、車が２台駐車できるため、以前から困っていた駐車場不足も解消さ

れるものです。 

 

９番の申請者は、有限会社リフォーム三宅 代表取締役 三宅健司 様で、観音寺市新田町に主た

る事務所を置き、平成９年設立、資本金500万円で、土木工事業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４台分と資材置場で所有権を移転するものです。 

申請場所は、観音寺市新田町字寺浦1645番５で、市立豊田小学校の北約320ｍ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、転用面積は、田 485㎡、併せ地 240㎡、合計 725

㎡です。 

資金計画は、土地代80万円、造成費50万円、合計130万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、令和元年に資材置場が手狭になり困っていたため、会社の向かい側の農

地所有者の同意を得て、転用申請する前に造成してしまったもので、始末書が付されての追認申請で

あります。 

 

10番の申請地は、令和元年５月にご審議いただき、令和元年６月 21日に許可がおりましたが、当

時の申請者の事情により令和元年７月に許可の取消願いが提出された案件で、今回は、別の方からの

申請です。 

申請場所は、観音寺市大野原町萩原字東大造589番外１筆で、ほっとはうす萩から南に約1200ｍに

位置し、市道大造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1419㎡です。 

転用目的は、太陽光発電システムで、所有権を移転しようとするものです。 

利用計画は、太陽光発電システム４基、パネル枚数は396枚、1枚当たりのパネル面積は約1.49㎡

で総パネル面積は588.06㎡、発電出力は49.5kwです。 

資金計画は、土地代 190万円、造成費 150万円、建築費 1,060万円、合計 1400万円を全額借入金

で賄うものです。 

転用に及んだ理由ですが、売電事業を営むことにより安定した収入を得ようと考え、1500㎡規模の

土地を探していたところ、市外在住により農地の管理に苦慮していた土地所有者との話し合いがまと

まったため、計画に着手するものです。 

 

11番の申請者は、株式会社大建 代表取締役 大平勝博 様で、観音寺市大野原町に主たる事務所

を置き、平成５年設立、資本金2,000万円で、土木工事業などを営む法人です。 

転用目的及び利用計画は、資材置場で所有権を移転するものです。 

申請場所は、観音寺市大野原町大野原字上植松 3472 番１外１筆で、大野原インターチェンジの北



8 

 

約720ｍに位置し、併せ地が国道11号に接した都市計画区域外の第２種農地で、転用面積は、田597

㎡、併せ地3531.76㎡、合計4128.76㎡です。 

資金計画は、土地代 100万円、造成費 100万円、建築費 50万円、合計 250万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、平成 20 年に家屋解体に伴う廃材置場が手狭になり困っていたため、併

せ地に隣接する農地所有者の同意を得て、転用申請する前に造成してしまったもので、始末書が付さ

れての追認申請であります。 

 

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、２番、３番、４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）   ５番については、私ですが、特に問題ございません。 

 

議長（会長）   ６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）   ７番、８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）   ９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）   １０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）   １１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 12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２月20日農業委員会会長からの提出です。 

申請件数は４件、登記地目が田、現況地目が宅地４筆1,094㎡です。 

 

１番の申請地は、観音寺市柞田町字玉田乙287番で、市立柞田小学校から南西に約320ｍに位置し、

登記地目は田、現況地目は宅地で、面積は 274㎡で昭和 20年頃から農業用倉庫として利用されてい

ます。 

 

２番の申請地は、観音寺市柞田町字三ツ塚甲2396番１で、ＪＲ観音寺駅から南西に約670ｍに位置

し、登記地目は田、現況地目は宅地で、面積は 337㎡で昭和 25年頃から住宅用地として利用されて

います。 

 

３番の申請地は、観音寺市新田町字立石 897番 15で、市立豊田小学校から南に約 700ｍに位置し、

登記地目は田、現況地目は宅地で、面積は 337㎡で、昭和 20年頃から住宅用地として利用されてお

ります。 

 

４番の申請地は、観音寺市新田町字岡ノ林1505番1で、市立豊田小学校から北西に約350ｍに位置

し、登記地目は田、現況地目は宅地で、面積は 146㎡で、昭和 22年頃から住宅用地として利用され

ています。 

 

１番から４番について、市内部で当時の航空写真を確認しましたが、いずれも宅地であったことが

確認できていることから、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。１番、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      特に問題ございません。 

 

議長（会長）    ３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）    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      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。 

 

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 14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２月20日 農業委員会 会長よりの提出です。 

 

農用地利用集積計画（所有権移転）令和２年２月 28 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 12 月定例会で、所有者２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、２件の３筆、合計面積4,187㎡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16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、井下房明さん78歳です。娘婿の城尾文章さん49歳と家族経営協定を締結し、

二人とも認定農業者となっています。周辺を中心に農業経営を行っており、申請地は城尾さん名義で

借り入れていたものですが、地権者との間で話がまとまったため所有権を移転するものです。 

２番の買受予定者は入江章宏さん 51 歳で、父との間で家族経営協定を締結して農業経営を行って

いる認定農業者です。申請地は経営農地に近接しており更なる集約化が図られるものです。 

なお、こちら２件の申請につきましては、１月 31 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



11 

 

ております。 

 

次の17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２年２月 28 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   ２，４７１㎡ 

常磐地区   １４，３１０㎡ 

柞田地区   ２０，２７７㎡ 

木之郷地区  １９，９９１㎡ 

豊田地区   ７，２９９㎡ 

粟井地区   ９，９９１㎡ 

一ノ谷地区  ２９，４９１㎡ 

大野原地区  ３１，３７２㎡ 

豊浜地区   １１，１６５㎡ 

田
でん

151筆、面積130,917.53㎡、畑9筆、面積15,449㎡、合計160筆146,366.53㎡となっており

ます。今月は82件の申出がありました。 

申 出
もうしで

の中で、19ページの４番、20ページの 10番をご覧ください。三豊市財田町の方ですが、

前耕作者の三豊市比地大の方ができなくなったため、引き継ぐこととなったもので、合計面積は3,711

㎡となります。三豊市農業委員会より農業をされていることを確認しています。 

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40ページまでお進みください。 

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２月 28 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。 

常磐地区2,433㎡ 

柞田地区19,162㎡ 

木之郷地区9,281㎡ 

豊田地区2,300㎡ 

粟井地区771㎡ 

大野原地区16,245㎡ 

豊浜地区4,593㎡ 

22件、田 60筆、54,784.64㎡です。今月は、６年以上 10年未満の契約が 26％、10年以上の契約

が74％となっています。 

また、賃借と使用貸借の割合は、賃借が71％で使用貸借が29％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41ページから45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。一括方式に変更となったことから貸

付者から農地機構、機構から借受者へ同日で転貸されることとなります。 

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 28筆・24,532㎡で 45％、3月に
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認定予定の新規就農者を含めた認定新規就農者が7筆・5,767㎡で10％、農地所有適格法人が 25筆・

24,485.64㎡で45％となっています。 

41ページ3番から5番は油井北側地区で令和2年3月に換地される農地の貸借となります。そのた

め仮地番として表示しておりますが、換地後については仮がのくこととなります。貸借契約について

は換地後も継続されるものとなります。 

42ページ 9番、10番は香川県農業振興公社を通じて転貸していたため、実質的には更新扱いとな

ります。 

43ページ15番、44ページ17番、18番は基盤強化法化による賃貸借からの切り替えとなります。 

45ページの 19番は、前耕作者の一人の管理が十分でなかったため、見かねた所有者より貸付者を

変更したいとの相談を受けたもので、作付けの関係から1月末に返還する旨の合意解約が昨年9月19

日付で出されています。この度、隣接する中姫地区を経営の拠点としている農地所有適格法人へ貸し

付けるものです。 

 

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46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２年２月20日 農業委員会 会長よりの提出です。 

 

次の47ぺージをご覧ください。 

香川県農地機構を通じた貸借については、基本的に一括方式に変更となったことから、議案第5号

の農用地利用集積計画（案）を審議・公告することにより耕作者へ貸し付けられます。 

しかし、農地機構が借り受けている農地や、耕作者が変更となる場合については、従来の配分計画

によるものとなります。 

今回の変更については、農地機構が農地所有適格法人へ貸し付けていたものですが、管理等に不便

をきたしていたことから、隣接地で耕作している地元の認定新規就農者へ貸し付けるものです。 

今後の手続きについては、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、４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。 
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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」議題といたしますが、黒田委員の案

件でございますので、黒田委員に退席を求めます。 

 

（黒田委員、退席後） 

 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

農地係長 

議案第７号 

 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 48 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２年２月５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知「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２年２月20日農業委員会会長よりの提出です。 

49ページをご覧ください。太枠線部分は令和元年度から令和３年度の工期予定で柞田町の寺井地区

で 5.1ｈａのほ場整備に着工しております。今回審議いただきたいのは、斜線の部分の非農用地を設

定しようとする土地となります。この農地360㎡に農業用倉庫を建設する計画がありますが、縁辺部

で宅地に接しており、また、事業者も１ｈａ以上の経営面積を有していることから、転用面積の制限

が緩和されるものです。転用審査基準上も要件を満たしていることから、転用許可の見込みもあるた

め、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。 

 

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。それでは、黒

田委員の入室を認めます。 

 

（黒田委員入室） 

 

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。 

        「閉会」 


