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ま ん の う 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録

開催日時 令和２年６月２２日（月）   ９時３０分から

開催場所 まんのう町役場   ３階    大会議室

出席委員 １７名（委員総数１９名）

  会 長            

  副会長   １番 岩倉 節夫 

委 員              ３番 細川 憲志   ４番 林 一典  

     ５番 髙井 忠    ６番 三原 俊雄   ７番 曽我部 宗男

８番 鈴木 多計士  ９番 藤井 清   １０番 秦  守  

     １２番 亀田 安信  １３番 中浦 優   １４番 近藤 茂義 

１５番 白川 修   １６番 黒田 啓子  １７番 奥山 則国 

     １８番 山口 靖永  １９番 兼若 順二            

欠席委員    ２名

欠席者   ２番 白川 清茂  １１番 今田 義則

農業委員会事務局職員

  事務局長   小縣 茂

 課長補佐   藤原 道広

職  員   森田 昌光  岡本 尚士

議案等

  議案第１号   農地法第３条許可申請の取下げの件

議案第２号   農地法第３条許可申請書審議の件

議案第３号   農地法第４条許可申請書審議の件

議案第４号   農地法第５条許可申請書審議の件

  議案第５号   非農地証明願承認の件

  議案第６号   農用地利用集積計画諮問の件

  議案第７号   その他

議事は次のとおり
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（開会前あいさつ）            （令和２年６月２２日）

副会長    会長が欠席ということで、私が進行を務めさせて頂きます。 

副会長    それではただ今より，６月の定例会を開会します。本日，２番の白川清茂委員さ

ん、１１番 今田会長より欠席の届出がありますので御報告します。出席委員は

１９名中１７名で，定足数に達していますので，総会は成立しています。本日の

議事録署名人につきましては，１２番 亀田委員さん，１３番 中浦委員さん，

よろしくお願いします。本日の議題につきましては，議案第 1号から議案第６号

までを御審議いただき，その他として報告を含む案件が５件あります。御審議よ

ろしくお願いします。 

副会長    それでは，議案第１号，農地法第３条許可申請の取消しの件を議題とします。事

務局の説明を求めます。 

事務局(森田)（３条取消し 説明） 

      【番号 1】 所有権移転（売買） 2 筆 

■譲渡人 近藤武雄 ■譲受人 林啓司 

■譲渡人事由 農業廃止 ■譲受人事由 農地付き空き家の取得 

■申請地 七箇字新開 1568 番 4 田 1026 ㎡他 1筆 地籍合計 1081 ㎡ 

■農業委員会許可日 令和 2年 4月 20 日 

■取消事由 

 譲受人の家庭の事情による譲受人の変更。変更後の申請は取消に合わせて今月 

申請あり。 

副会長    事務局からの説明は以上です。皆さん，質疑等ございませんか。 

（質疑等なし） 

副会長    質疑等もないようですので，採決をします。議案第１号について，原案のとおり

決定することに異議ございませんか。 

委員全員   異議なし。 

副会長    異議なしということで，議案第１号について，原案のとおり，許可することに決

定しました。ありがとうございました。続きまして，議案第２号，農地法第３条

許可申請書審議の件を議題とします。事務局の説明を求めます。 

事務局(森田)（３条申請 説明） 

      【番号 1】 所有権移転（贈与） 1 筆 

■譲渡人 渡邊 善弘 ■譲受人 渡邊 真弘 

■譲渡人事由 後継者への部分贈与 ■譲受人事由 経営農地の承継 

■申請地 真野字下所 1123 番 田 1081 ㎡ 1筆 地籍合計 1081 ㎡ 

■譲受人の申請地取得後の世帯経営面積 7776 ㎡ 

■自宅から申請地までの通作距離 0.1 ㎞ 

■申請に係る農地等の登記事項証明書（全部事項証明書） 

 発行日令和 2年 5月 13 日 

■現地調査実施日令和 2年 6月 9日 

■営農計画書（様式第 3号）水稲を作付予定 
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■農作業への従事状況農作業常時従事日数年間 200 日 

■経営農地の状況 

耕作の事業に供すべき農地の全部について適正に耕作または管理されている。 

      【番号 2】 所有権移転（売買） 5 筆 

■譲渡人 浦山 正子 ■譲受人 久保田 一男 

■譲渡人事由 労働力不足 ■譲受人事由 経営規模の拡大 

■申請地 川東字前の川 1183 番 1 田 600 ㎡他  5 筆 地籍合計 4043 ㎡ 

■譲受人の申請地取得後の世帯経営面積 11454 ㎡ 

■自宅から申請地までの通作距離 0.2 ㎞ 

■申請に係る農地等の登記事項証明書（全部事項証明書） 

 発行日令和 2年 5月 15 日 

■現地調査実施日令和 2年 6月 9日 

■営農計画書（様式第 3号）水稲を作付予定 

■農作業への従事状況農作業常時従事日数年間 150 日 

■経営農地の状況 

耕作の事業に供すべき農地の全部について適正に耕作または管理されている。 

      【番号 3】 所有権移転（売買） 2 筆 

■譲渡人 京兼 行輝 ■譲受人 篠原 修 

■譲渡人事由 農業廃止 ■譲受人事由 経営規模の拡大 

■申請地 羽間字羽間 2653 番 1 田 675 ㎡他  2 筆 地籍合計 2707 ㎡ 

■譲受人の申請地取得後の世帯経営面積 8655.83 ㎡ 

■自宅から申請地までの通作距離 1 ㎞ 

■申請に係る農地等の登記事項証明書（全部事項証明書） 

 発行日令和 2年 5月 15 日 

■現地調査実施日令和 2年 6月 9日 

■営農計画書（様式第 3号）ブロッコリーを作付予定 

■農作業への従事状況農作業常時従事日数年間 200 日 

■経営農地の状況 

耕作の事業に供すべき農地の全部について適正に耕作または管理されている。 

      【番号 4】 所有権移転（売買） 2 筆 

■譲渡人 近藤 武雄 ■譲受人 林 邦人 

■譲渡人事由 農業廃止 ■譲受人事由 農地付き空き家の取得 

■申請地 七箇字新開 1568 番 4 田 1026 ㎡他  2 筆 地籍合計 1253 ㎡ 

■譲受人の申請地取得後の世帯経営面積 1253 ㎡ 

■自宅から申請地までの通作距離 0.1 ㎞ 

■申請に係る農地等の登記事項証明書（全部事項証明書） 

 発行日令和 2年 3月 27 日 

■現地調査実施日令和 2年 6月 9日 

■営農計画書（様式第 3号）露地野菜を作付予定 

■農作業への従事状況農作業常時従事日数年間 150 日 

■経営農地の状況 

耕作の事業に供すべき農地の全部について適正に耕作または管理されている。 

副会長    事務局からの説明は以上です。続きまして，担当委員さんの補足説明をお願いし

ます。番号１の担当委員は今田会長ですが、欠席ですので代わりに説明いたしま

す。 
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岩倉副会長  ６月１８日に現地確認と話を伺ったところ、問題なしということで事務局の説明

どおりとのことです。 

副会長    続きまして、番号２の担当委員、山口委員さん、よろしくお願いいたします。 

山口委員   （補足説明 3-2） 

２０日の土曜日に浦山さんと久保田さんのお母さんとお会いしまして、話をお

聞きしましたところ、浦山さんが高齢のため管理するのが出来ないので、近く

の久保田さんにお譲りするということで話がまとまったのが昨年より話をして

いて、今回申請になりました。事務局の説明通りですので、よろしくお願い致

します。 

副会長     ありがとうございました。続きまして、番号３の担当委員、近藤委員さん、よろ

しくお願いいたします。 

近藤委員   （補足説明 3-3） 

昨日ですが、推進委員の白川さんと一緒にまいりまして、京兼さんと篠原修さ

んの両人に話をお伺いました。農業を廃止するということで、篠原さんにつき

ましては孫もおりますし、先般四国新聞にも出ておりましたが、新規就農とい

うことで意欲もありますし、今回購入ということになりました。詳細は事務局

の説明通りですので、よろしくお願い致します。 

副会長    ありがとうございました。続きまして、番号４の担当委員、林委員さん、よろし

くお願いいたします。 

林委員   （補足説明 3-4） 

       林さんの件につきましては、先ほどの事務局の説明通りですのでよろしくご審

議ください。 

副会長    ありがとうございました。担当委員さんの補足説明は以上です。皆さん，質疑等

ございませんか。 

（質疑等なし） 

副会長    質疑等もないようですので，採決をします。議案第２号について，原案のとおり

承認することに異議ございませんか。 

委員全員   異議なし。 

副会長    異議なしということで，議案第２号について，原案のとおり、許可することに決

定しました。ありがとうございました。続きまして，議案第３号，農地法第４条

許可申請書審議の件を議題とします。事務局の説明を求めます。 

事務局(藤原)（４条申請 説明） 

番号１（農業用倉庫の建築） ※無断転用解消事案 

＊申請地：佐文字本谷 189 番 3 田 305 ㎡ 併せ地 269 ㎡（通作路） 

＊農用地区域外農地～農振除外不要 

＊農地区分：第 2種農地～佐文中筋公民館より南西側約 280ｍにあり、山林に接する

農地。 
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＊申請目的：農業用倉庫の建築  

～申請人は平成 2年 1月 16 日に相続により申請地を取得しているが、相続以前か

ら亡父親が昭和 50 年頃に申請地に牛舎を建築しており、その後昭和 60 年頃に

牛舎を改造して農業用倉庫として使用したまま現在に至っている。 

      建築当初、農業用施設でもあり農地法の手続きは不要であると誤認して地目が

農地のままになっていることから、正式に手続きをとり、無断転用の解消を図

るとともに地目を変更しようとするもの。 

＊登記簿添付：申請地～1筆 

（申請地）～令和 2年 6月 2日法務局発行（3箇月以内） 

189 番 3  ～昭和 61年 4月 1 日 国土調査による成果 

～平成 27年 1月 26日 相続による所有権移転 

       （併せ地）～令和 2年 6月 2日法務局発行（3箇月以内） 

        189 番 1  ～平成 12年 1月 20 日 189 番 1、189 番 4に分筆 

        (田)   ～平成 27年 1月 26 日 相続による所有権移転 

       ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：盛土～既に造成済 

     擁壁～なし 

＊排水計画：雨水：自然流下にて東側ため池に排水 

      汚水：発生なし 

＊資金調達計画：無断転用解消事案のため、証明書添付なし。 

       ＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地利用計画図添付 

＊土地改良区意見書：仲南町土地改良区添付 

＊排水承諾書：地元水利組合総代押印添付 

＊始末書添付 

副会長    事務局からの説明は以上です。続きまして，担当委員さんの補足説明をお願いし

ます。番号１の担当委員は白川清茂委員さんですが、欠席連絡の折に私と事務局

に現地確認の報告がありました。 

副会長    事務局の説明どおり、問題はありませんので審議のほうよろしくお願いしますと

のことです。 

副会長    補足説明は以上です。皆さん，質疑等ございませんか。 

（質疑等なし） 

副会長    質疑等もないようですので，採決をします。議案第３号について，原案のとおり

承認することに異議ございませんか。 

委員全員   異議なし。 

副会長    異議なしということで，議案第３号について，原案のとおり許可相当として県知

事に意見書を送付します。ありがとうございました。続きまして，議案第４号，

農地法第５条許可申請書審議の件を議題とします。事務局の説明を求めます。 

事務局(藤原)（５条申請 説明） 

番号１（二世帯住宅用地：分家住宅）／【使用貸借権設定】 
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＊申請地：長尾字蔵ノ前 445 番 1 田 495 ㎡ 併せ地 755.62 ㎡（宅地） 

＊農用地区域内農地～農振除外事前協議回答日（令和 2年 5月 21 日） 

＊農地区分：第 2 種農地～長尾にある上無頭集会場より西南西側約 235ｍに位置し、

国道 438 号線から南側約 24ｍにある農地。 

＊申請目的：二世帯住宅用地：分家住宅  

～貸人と借人は現在、申請地に隣接する実家で同居しており、家族が増えて手狭

となったことから現有宅地を拡張して二世帯住宅用地として利用する計画を立

ててこの度の申請にいたったもの。 

＊登記簿添付：申請地～1筆 

（申請地）～令和 2年 4月 2日法務局発行（3箇月以内） 

445 番 1  ～令和 2年 3月 30 日 445 番 1、445 番 2、445 番 3に分筆 

～平成 28年 12 月 13 日 売買による所有権移転 

         (併せ地) ～令和 2年 5月 20 日法務局発行（3箇月以内） 

         444 番 5 ～令和 2年 4月 21 日 444 番 5、444 番 13 に分筆 

         ほか 2筆 ～昭和 27年 11 月 2日 相続による所有権移転 

       ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：盛土～花崗土盛土 t＝1.18m 

    擁壁～境界にコンクリート擁壁を設置して土砂の流出を防ぐ。 

＊排水計画：雨水：溜桝を設置、西側水路へ放流 

     汚水：合併浄化槽設置、西側水路へ放流 

＊資金調達計画：造成費 300 万円、建築費 2200 万円で合計 2500 万円となり、住宅ロ

ーン事前審査結果を添付。 

       ＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地利用計画図添付 

＊土地改良区意見書：満濃町土地改良区、香川用水土地改良区添付 

＊排水承諾書：地元水利組合押印添付 

番号 2（工場）／【所有権移転（売買）】 

＊申請地：長尾字川原 1136 番 1 田 1211 ㎡ ほか 2筆 

併せ地 20701.07 ㎡（既存工場用地） 

＊農用地区域内農地～農振除外事前協議回答日（令和 2年 5月 21 日） 

＊農地区分：第 2 種農地～役場本庁より東北東側へ約 1.1 ㎞に位置し、南側と東側

は町道に接している農地。 

＊申請目的：工場  

～譲受人が製造している高精度金属プレス製品の受注が現在も増え続

けており、現満濃工場の敷地内に精密加工製品の新工場建設の可否を

判断するためのボーリング調査を行ったところ、工場建設が可能であ

ることから、社用地に隣接する申請地を工場用地として利用すべく、

申請地所有者と協議したところ、売買による所有権移転に同意が得ら

れたことから、この度の転用申請に至ったもの。 

＊登記簿添付：申請地～3筆 

（申請地）～令和 2年 4月 8日法務局発行（3箇月以内） 

1136 番 1 ～平成 14年 8月 15 日 1136 番 1、1136 番 2に分筆 

ほか 2筆 ～昭和 60年 11 月 14 日 相続による所有権移転 

         (併せ地) ～令和 2年 4月 8日法務局発行（3箇月以内） 

         1133 番  ～平成 10年 8月 5日 法務省令規定により移記 

         ほか 11 筆 ～平成 27 年 5 月 25 日 売買による所有権移転 

       ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：盛土～花崗土盛土 t＝0.8ｍ 

     擁壁～周囲コンクリート擁壁 H＝1.2ｍ 
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＊排水計画：雨水：溜桝を設置後、新設水路を経て南側側溝へ排水 

     汚水：浄化槽・最終桝から新設水路を経て南側側溝へ排水 

＊資金調達計画：土地代 500 万円、造成費 500 万円、建築費 10000 万円で合計 11000

万円となり金融機関の残高証明書を添付。 

       ＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地利用計画図添付 

＊土地改良区意見書：満濃町土地改良区添付 

＊排水承諾書：地元水利組合押印添付 

＊用途廃止・払下げ申請予定地丈量図添付 

＊施設保有状況一覧表添付 

番号 3（非農家の自己住宅）／【所有権移転（売買）】 

＊申請地：四條字東村 597 番 7 田 330 ㎡  

＊農用地区域外農地～農振除外不要 

＊農地区分：第 2種農地～四條にある新道集会場より北西側約 100ｍにある農地。 

＊申請目的：非農家の自己住宅  

    ～譲受人は現在借家に居住しているが、手狭となったことから、新たな住

宅を計画していたところ、町外在住で管理に苦慮していた譲渡人所有農

地を売買により取得して宅地にすることに同意が得られたことからこ

の度の申請に至ったもの。 

＊登記簿添付：申請地～1筆 

（申請地）～令和 2年 5月 15 日法務局発行（3箇月以内） 

597 番 7  ～令和 2年 5月 14 日 597 番 1から分筆 

～令和元年 8月 22日 相続による所有権移転 

       ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：盛土～天土除去後、花崗土盛土 t＝0.67ｍ 

    擁壁～境界にコンクリート擁壁を設置 H＝0.71ｍ～1.03ｍ 

＊排水計画：雨水：溜桝を設置、地先水路へ排水 

     汚水：南側道路内公共下水道管へ接続 

＊資金調達計画：造成費 200 万円、造成費 400 万円、建築費 2700 万円で合計 3300 万

円となり、金融機関の融資証明書を添付。 

       ＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地利用計画図添付 

＊土地改良区意見書：満濃池土地改良区、香川用水土地改良区添付 

＊排水承諾書：地元水利組合押印添付 

番号 4（分家住宅）／【使用貸借権設定】 

＊申請地：岸上 84番 2 田 465 ㎡ 

＊農用地区域内農地～農振除外事前協議回答日（令和 2年 5月 21 日） 

＊農地区分：第 2種農地～神野公民館より北西側約 230ｍに位置し、町道福家 3号線

沿いにある農地。 

＊申請目的：分家住宅  

    ～貸人と借人は現在実家で同居しているが、子どもの成長に伴って手狭と

なり、実家周辺で住宅用地を探していたところ、父親名義の申請地を使

用貸借により住宅地として利用することに同意が得られたことからこ

の度の申請に至っている。 

＊登記簿添付：申請地～1筆 

（申請地）～令和 2年 6月 2日法務局発行（3箇月以内） 

84 番 2   ～令和 2年 6月 2日 84 番から分筆 

～平成 12年 9月 29日 合併による所有権登記 
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       ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：盛土～花崗土盛土 t＝0.1ｍ 

    擁壁～境界にコンクリート擁壁とフェンス設置 H=1.0ｍ 

＊排水計画：雨水：溜桝を設置、北側水路へ放流 

     汚水：北側町道の公共下水管に接続 

＊資金調達計画：造成費 100 万円、建築費 1350 万円で合計 1450 万円となり、預金通

帳写しを添付。 

       ＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地利用計画図添付 

＊土地改良区意見書：満濃町土地改良区、満濃池土地改良区、 

香川用水土地改良区添付 

＊排水承諾書：地元水利組合押印添付 

番号 5（倉庫・駐車場・資材置場）／【所有権移転（売買）】 

＊申請地：吉野下字林 1278 番 1 田 1451 ㎡ 

＊農用地区域内農地～農振除外事前協議回答日（令和 2年 5月 21 日） 

＊農地区分：第 2種農地～満濃中学校より西側約 150ｍに位置し、県道炭所東琴平線

沿いにある農地。 

＊申請目的：倉庫・駐車場・資材置場  

    ～譲受人の本社敷地が狭く、事業分野やエリア拡大を計画して、まんのう

町内で計画に見あう土地を探していたところ、県外在住で農地管理に苦

慮していた譲渡人所有農地との意向が合致したことから、売買により所

有権を移転して事業用地に転用するため、この度の申請に至ったもの。 

＊登記簿添付：申請地～1筆 

（申請地）～令和 2年 3月 24 日法務局発行（3箇月以内） 

1278 番 1 ～平成 9年 9月 30 日 国土調査による成果 

 ～平成 18年 3月 28 日 相続による所有権移転 

       ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：盛土～クラッシャーラン t＝0.2ｍ 

    擁壁～計画なし 

＊排水計画：雨水：自然流下及び集水桝を設置して北側道路側溝へ排水 

     汚水：合併浄化槽を設置して北側道路側溝へ排水 

＊資金調達計画：土地代 725 万円、造成費 400 万円、建築費 2000 万円で合計 3125 万

円となり金融機関の残高証明書を添付。 

       ＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地利用計画図添付 

＊土地改良区意見書：満濃池土地改良尾区、香川用水土地改良区添付 

＊排水承諾書：地元水利組合押印添付 

＊施設保有状況一覧表添付

番号 6（分家住宅）／【使用貸借権設定】 

＊申請地：吉野下字西田井 1523 番 1 田 327 ㎡ ほか 1筆 

＊農用地区域内農地～農振除外事前協議回答日（令和 2年 5月 21 日） 

＊農地区分：第 2種農地～水戸自治会館より南西側約 140ｍに位置し、町道木ノ崎久

保線沿いにある農地 

＊申請目的：分家住宅  

    ～借人は、現在借家で居住しているが、子どもの成長に伴って手狭となり、

実家付近で住宅建築を計画していたところ、父親名義の申請地を使用貸

借により住宅地として利用することに同意が得られたことからこの度

の申請に至ったもの。 
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＊登記簿添付：申請地～2筆 

（申請地）～令和 2年 3月 6日法務局発行（3箇月以内） 

1523 番 1 ～平成 9年 9月 30 日 国土調査による成果 

～昭和 53年 3月 7日 贈与による所有権移転 

       ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：盛土～花崗土盛土 t＝0.81ｍ 

    擁壁～境界にコンクリート擁壁を施工し土砂流出を防ぐ 

＊排水計画：雨水：溜桝を設置、西側水路へ排水 

     汚水：合併浄化槽設置後、西側水路に排水 

＊資金調達計画：造成費 100 万円、建築費 700 万円で合計 800万円となり、金融機関

の残高証明書を添付。 

       ＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地利用計画図添付 

＊土地改良区意見書：満濃池土地改良区、香川用水土地改良区添付 

＊排水承諾書：地元水利組合押印添付 

番号 7（露天駐車場）／【所有権移転（売買）】 

＊申請地：羽間字羽間 2647 番 田 295 ㎡ ほか 3筆 

＊農用地区域内農地～農振除外事前協議回答日（令和 2年 5月 21 日） 

＊農地区分：第 2種農地～羽間集会場より北東側約 320ｍに位置し、農道羽間 2号線

沿いにある農地。 

＊申請目的：露天駐車場  

    ～譲受人である寺院への参拝者が増加傾向にあり、現在の駐車スペースで

はたびたび賄えなくなることで、周辺道路に駐車せざるを得ない状況に

あり、周辺交通に支障をきたしていることから、安全面を考慮して寺院

周辺で駐車場用地を探していたところ、譲渡人所有する農地の中で計画

に見あう申請地の売買による所有権移転に同意が得られたことからこ

の度の計画に至ったもの。 

＊登記簿添付：申請地～4筆 

（申請地）～令和 2年 5月 20 日法務局発行（3箇月以内） 

2647 番  ～平成 6年 5月 18 日 国土調査による成果 

ほか 3筆 ～平成 25年 3月 25 日 相続による所有権移転 

(併せ地) ～令和 2年 5月 20 日法務局発行（3箇月以内） 

2650 番 1 ～平成 6年 5月 19 日 国土調査による成果 

ほか 2筆 ～平成 6年 5月 19 日 国土調査による成果 

     ～平成 20年 2月 6 日 売買による所有権移転 

       ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：盛土～良質花崗土 t＝0.2ｍ～0.5ｍ 

    擁壁～周囲はコンクリート擁壁工事済 

＊排水計画：雨水：9か所の溜枡から既設水路へ排水 

     汚水：発生なし 

＊資金調達計画：土地代 200 万円、造成費 100 万円で合計 300 万円となり金融機関の

残高証明書を添付。 

       ＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地利用計画図添付 

＊土地改良区意見書：満濃町土地改良尾区、香川用水土地改良区添付 

＊排水承諾書：地元水利組合押印添付 

＊香川用水管理者からの通行承諾書添付 

＊施設保有状況一覧表添付
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番号 8（事務所・倉庫・駐車場）／【所有権移転（売買）】 

＊申請地：東高篠字池田 402 番 田 1191 ㎡ 併せ地 3585 ㎡（業務用地） 

＊農用地区域内農地～農振除外事前協議回答日（令和 2年 5月 21 日） 

＊農地区分：第 2種農地～高篠小学校より北東側約 150ｍに位置し、町道池田線沿い

にある農地。 

＊申請目的：事務所・倉庫・駐車場  

    ～申請者である法人が営む業務の中でも、うちわやカレンダーなどの紙製

品は安定的に需要があり、繁忙期には臨時従業員を雇用するなどして顧

客のニーズに対応している状況にあり、新たに事業を拡大する計画を立

てて、周辺で計画に見あうと土地を探していたところ、譲渡人が所有す

る農地を事業用地として利用することに同意が得られたことから、この

度の転用申請に至ったもの。 

＊登記簿添付：申請地～1筆 

（申請地）～令和 2年 6月 4日法務局発行（3箇月以内） 

402 番   ～平成 4年 11 月 2 日 国土調査による成果 

 ～平成 7年 4月 12日 相続による所有権移転 

(併せ地) ～令和 2年 5月 20 日法務局発行（3箇月以内） 

414 番 1  ～平成 4年 11 月 2 日 国土調査による成果 

ほか 3筆 ～平成 29年 2月 13 日 売買による所有権移転 

       ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：盛土～良質花崗土 t＝0.09ｍ～0.12ｍ 

    擁壁～コンクリート擁壁 H＝0.7ｍ～1.2ｍ 

＊排水計画：雨水：最終桝に集水し、南側と西側水路に排水 

     汚水：合併浄化槽を設置して南側と西側水路に排水 

＊資金調達計画：土地代 1000 万円、造成費 2000 万円、建築費 2000 万円で合計 5000

万円となり金融機関の残高証明書を添付。 

       ＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地利用計画図添付 

＊土地改良区意見書：満濃町土地改良尾区、満濃池土地改良区 

香川用水土地改良区調整中（同意の見込み） 

＊排水承諾書：地元水利組合押印添付 

＊駐車場を利用する車番一覧表添付 

＊施設保有状況一覧表添付

番号 9（事務所・倉庫・駐車場）／【賃借権設定】 

 ※土地利用計画は番号 8番と同様 

＊申請地：東高篠字池田 434 番 田 1633 ㎡ 併せ地 3143 ㎡（業務用地） 

＊農用地区域内農地～農振除外事前協議回答日（令和 2年 5月 21 日） 

＊農地区分：第 2種農地～高篠小学校より北東側約 150ｍに位置し、町道池田線沿い

にある農地。 

＊申請目的：事務所・倉庫・駐車場  

     ～番号 8と同様 

＊登記簿添付：申請地～1筆 

（申請地）～令和 2年 6月 1日法務局発行（3箇月以内） 

402 番   ～平成 4年 11 月 2 日 国土調査による成果 

 ～平成 27年 10 月 8 日 相続による所有権移転 

(併せ地) 番号 8と同様 

       ＊法令添付資料は番号 8と同様
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番号 10（貸工場）／【所有権移転（売買）】 

＊申請地：東高篠字本村 1125 番 2 田 1076 ㎡ ほか 2筆 

               併せ地 15031.9 ㎡（工場用地） 

＊農用地区域内農地～農振除外事前協議回答日（令和 2年 5月 21 日） 

＊農地区分：第 2 種農地～東高篠にある中所集会場より南東側へ約 450ｍに位置し、

主要地方道長尾丸亀線沿いにある農地。 

＊申請目的：貸工場  

     ～譲受人は自身が取締役を務める法人の事業拡大に伴って、工場用地を

確保する必要が生じたため、法人の本社近辺で計画に見あう土地を探

していたところ、労力不足で管理に苦慮していた譲渡人所有農地との

意向が合致したことから、個人で売買による所有権移転を行い、事業

用地に転用して法人に貸し付けるため、この度の申請に至ったもの。 

＊登記簿添付：申請地～3筆 

（申請地）～令和 2年 3月 6日法務局発行（3箇月以内） 

1125 番 2 ～平成 4年 11 月 2 日 国土調査による成果 

ほか 2筆 ～平成 4年 11 月 2 日 合併による所有権登記 

(併せ地) ～令和 2年 3月 6日法務局発行（3箇月以内） 

1115 番 1 ～平成 9年 5月 25 日 地目変更（雑種地） 

ほか 13 筆 ～平成 17 年 8月 1 日 売買による所有権移転 

       ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：盛土～良質花崗土 t＝0.5ｍ 

    擁壁～コンクリート擁壁 H＝0.7ｍ 

＊排水計画：雨水：自然流下で北側の既設水路へ排水 

     汚水：発生なし  

＊資金調達計画：土地代 950 万円、造成費 50万円で合計 1000 万円となり預金通帳の

写し金融機関の残高証明書を添付。 

       ＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地利用計画図添付 

＊土地改良区意見書：満濃町土地改良尾区、満濃池土地改良区 

香川用水土地改良区添付 

＊排水承諾書：地元水利組合押印添付 

＊施設保有状況一覧表添付

番号 10（牛舎・子牛ハッチ・餌置場）／【所有権移転（贈与）】 

＊申請地：後山字道南 13番 1 畑 4229 ㎡ 併せ地 23791 ㎡（業務用地） 

＊農用地区域内農地～用途区分変更（令和 2年 4月 10日受付） 

＊農地区分：第 1種農地～後山公民館より南南東側約 560ｍにある農地で、昭和 46 年

から昭和55年にかけて香川県が事業主体として実施された県営農地開発

事業により換地処分された農地。 

＊申請目的：牛舎・子牛ハッチ・餌置場  

     ～譲受人は酪農業を営んでおり、牛乳を生産し「四国生乳販売農業協同

組合連合会」に卸販売している。近年、国による牛乳の全国増産政策

により、需要が高まっているものの、既存施設の生産のみでは消費ニ

ーズに応えられないことから事業の拡大や安定を図るために、哺乳子

牛の専用牛舎や子牛ハッチの増設が必要となり、申請地付近で計画に

必要な広さが確保できる土地を探していたところ、法人の役員でもあ

る譲渡人から贈与による所有権移転で土地を提供してもらうことに

同意が得られたことから、今回の転用申請に至ったもの。 

＊登記簿添付：申請地～1筆 

（申請地）～令和 2年 5月 29 日法務局発行（3箇月以内） 
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13 番 1  ～昭和 55年 12 月 22 日 土地改良法による換地処分 

～昭和 63年 5月 20日 売買による所有権移転 

(併せ地) ～令和 2年 5月 29 日法務局発行（3箇月以内） 

13 番 3  ～平成 16年 12 月 31 日 地目変更 

ほか 7筆 ～昭和 63年 5月 20 日 売買による所有権移転 

       ＊被害防除計画書添付済（調整を了している） 

＊申請地：切土・盛土～切盛土高さ 1ｍとして不足土は花崗土で盛土 

    擁壁～盛土部 1ｍは、コンクリートブロック積 

＊排水計画：雨水：自然流下、U字溝を設置して道路側溝に排水 

     汚水：既設のパーラー排水処理設備で処理  

＊資金調達計画：造成費 165 万円、建築費 2072 万円、給排水・電気工事費 814 万円

で合計 3051 万円となり残高証明書添付。 

       ＊確約書添付～土地、作物、家畜に被害が及ぶ場合に誠意をもって解決 

＊土地利用計画図添付 

＊土地改良区意見書：仲南町土地改良区添付 

＊排水承諾書：地元水利組合押印添付 

＊候補地比較検討表、所有地一覧表添付 

＊施設保有状況一覧表添付

副会長    事務局からの説明は以上です。続きまして，担当委員さんの補足説明をお願いし

ます。番号１と２の担当委員，鈴木委員さん，よろしくお願いします。 

鈴木委員  （補足説明 5-1,2） 

説明致します。番号１につきましては、昨日推進委員の谷本さんと一緒に池田孝

道さんにお会いしまして確認を致しました。現在は事務局の説明もありました通

り２世帯で一緒に住んでおりますが、表は国道ですがその裏に家を建てるという

ことです。 

       続きまして番号２につきましては、６月１９日に山城金属の社長さんと電話で

お話致しまして、計画は前々からしていまして今回申請をしたいので、よろしく

お願いしたいということです。また売主の國見さんにつきましては、普及所が仲

介になっていますが、現在は妻の里に住んでおりまして、週１回はこちらに帰っ

ています。農業は母親が高齢ですので、全然やっていないということで、國見豊

弘さん本人が帰ってきてしている状態で、将来農業を継続するのは難しいという

判断から売りにいたったということです。以外につきましては、事務局の説明通

りですので、よろしくお願い致します。

副会長    ありがとうございました。続きまして、番号３の担当委員、亀田委員さん、よろ

しくお願いいたします。 

亀田委員  （補足説明 5-3） 

       真鍋さんの件は、高松の太田で在住していまして、土地は栗田建具店の裏側にあ

るので便利がいいのでこのような売買になりました。よろしくご審の程お願い致

します。 

副会長    ありがとうございました。続きまして、番号４の担当委員は今田会長ですが、欠

席ですので代わりに説明いたします。 

岩倉副会長  ６月１８日に現地確認と話を伺ったところ。事務局の説明どおりとのことです。
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よろしくお願い致します。 

副会長     続きまして、番号５と６の担当委員、中浦委員さん、よろしくお願いいたしま

す。 

中浦委員   （補足説明 5-5,6） 

        ６月１８日に５番の件で、関係者と地元で確認致しました。詳細は事務局の説

明通りです。現場はマルナカから東へローソンの前にあるところでございま

す。 

        ６番の件ですが、関係者とは会えませんでしたが、６月１８日地元の水利総代

と農道等の現地確認を致しました。詳細は事務局の説明通りです。ご審議の程

よろしくお願い致します。 

副会長     ありがとうございました。続きまして、番号７から１０の担当委員、近藤委員

さん、よろしくお願いいたします。 

近藤委員   （補足説明 5-7～10） 

       ７番の件ですが、京兼さんと昨日お会いしまして全部事務局の説明どおりになり

ますが、お寺の西念寺につきましては、直ぐ横に駐車場が欲しいということで、

京兼さんにつきましては、農業を廃止するということで、双方話ができました。

詳細は事務局の説明通りです。 

８番につきましては、宮脇登さんですが病気で農業ができないし、息子さんも

しないということで、紙工芸やまださんの方と売買したいということです。詳

細につきましては、事務局の説明通りです。 

       ９番の岡坂さんにつきましては、こども園の前に隣接しておりまして、宮脇さん

が反対側ですが営農するのが出来ないということで、借地として提供するという

ことです。 

       １０番につきましては、出口さんですが本人の病気もありますし、場所的には澤

村土木の資材置き場ということで、直ぐ隣が出口さんの田んぼでございますので、

話が決まりました。 

       ７番から１０番まで、事務局の説明通りでございますので、よろしくお願い致し

ます。 

副会長    ありがとうございました。続きまして、番号１１の担当委員は私ですので、説明

します。 

岩倉副委員 （補足説明 5-11） 

       森末牧場に話を聞きに行きまして、会社の方への贈与ということです。詳細は

事務局の説明通りです。よろしくお願い致します。 

副会長    担当委員さんの補足説明は以上です。皆さん，質疑等ございませんか。 

（質疑等なし） 

副会長    質疑等もないようですので，採決をします。議案第４号について，原案のとおり

承認することに異議ございませんか。 

委員全員   異議なし。 

副会長    異議なしということで，議案第４号の件につきまして，原案のとおり許可相当と
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して県知事に意見書を送付します。ありがとうございました。続きまして，議案

第５号，非農地証明願 承認の件を議題とします。事務局の説明を求めます。 

事務局(藤原)（非農地証明 説明） 

番号 1（農道）／第 2種農地（農業用施設用地） 

＊申請地：長尾字蔵ノ前 445 番 3 田 49 ㎡ 

＊農地区分：第 2 種農地：長尾にある上無頭集会場より西南西側約 235ｍに位置し、

国道 438 号線から南側約 24ｍにある農地。  

＊申請目的：農道 

            ～申請者が耕作する農地の保全や利用増進に資するために国道 438 号線

から自己耕作地に至るまでに農機具が安全に通行できるように平成 30

年 4 月 10 日に進入路として造成している。このたび、地目を現況どお

りに変更するため、非農地証明願が提出されたもの。 

＊登記簿添付済～令和 2年 4月 2日法務局発行 

     ～申請者住所及び氏名、登記簿記載住所氏名と一致 

適 用 【まんのう町農業委員会非農地証明事務処理要領】 

    ※3 非農地の要件 (2)非農地の認定基準 

5)ア「耕作の事業を行う者が、その農地を自らの耕作の事 

業に供する他の農地の保全又は利用の増進のために必要な農 

業用施設（農道・水路等）に供する場合」に分類された土地 

番号 2（露天農業用資材置場）／第 2種農地（農業用施設用地） 

＊申請地：真野字片山 1597 番 田 143 ㎡ 

＊農地区分：第 2種農地：真野にある上真野自治会集会場より南西側約 265ｍに位置

し、町道上真野線沿いにある農地。  

＊申請目的：露天農業用資材置場 

             ～本申請地は、狭小地で形状も悪く営農効率が悪いことから、申請人自

らが令和 2 年 2 月ごろから露天の農業用資材置場として利用してお

り、地目を現況どおりに変更するため、非農地証明願が提出されたも

の。 

＊登記簿添付済～令和 2年 3月 31 日法務局発行 

     ～申請者住所及び氏名、登記簿記載住所氏名と一致 

適 用 【まんのう町農業委員会非農地証明事務処理要領】 

    ※3 非農地の要件 (2)非農地の認定基準 

5)イ「耕作の事業を行う者が、その農地を自らの耕作又は養 

畜の事業のための農業経営施設の用に供する場合」に分類さ 

れた土地 

副会長    事務局からの説明は以上です。皆さん、質疑等はございませんか。 

       (質疑等なし) 

副会長    質疑等もないようですので，採決をします。議案第５号について，原案のとおり

承認することに異議ございませんか。 

委員全員    異議なし。 

副会長    異議なしということで，議案第５号について，原案のとおり承認することに決

定いたしました。ありがとうございました。 
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副会長     続きまして，議案第６号，農用地利用集積計画諮問
しもん

の件を議題とします。今月の

議案には「農業委員会等に関する法律 第３１条議事参与の制限」に該当する案

件はありません。それでは，議案第６号の農用地利用集積計画諮問の件について，

事務局の説明を求めます。 

事務局(岡本) （集積計画諮問 説明） 

副会長    事務局からの説明は以上です。皆さん，質疑等ございませんか。 

（質疑等なし） 

副会長    質疑等もないようですので，採決をいたします。議案第６号について，原案のと

おり決定することに異議ございませんか。 

委員全員    異議なし。 

副会長     異議なしということで，議案第６号について、原案のとおり決定しました。あり

がとうございました。

副会長    続きまして，その他の件に移りたいと思います。 

その他の１番，合意解約・返還通知について，事務局の報告を求めます。 

事務局(岡本)（合意解約・返還通知について説明） 

副会長    ありがとうございました。事務局の報告は以上です。皆さん，質疑等ございませ

んか。 

（質問等なし） 

副会長    質疑等もないようでございますので，その他の 1番について，承認することに異

議ございませんか。 

委員全員   異議なし。 

副会長    異議なしということで，その他の 1番については，承認されました。ありがとう

ございました。 

副会長    続きまして，その他の２番，青年等就農計画認定申請書の審査について、事務

局の説明を求めます。 

事務局(小林) （青年等就農認定 説明） 

副会長    事務局からの説明は以上です。皆さん，質疑等ございませんか。 

（質問等なし） 

副会長    質疑等もないようでございます。その他の２番について，承認することに異議

ございませんか。 
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委員全員   異議なし。 

副会長    異議なしということで，その他の２番について，承認されました。ありがとうご

ざいました。 

副会長    続きまして，その他の３番，農用地利用計画の変更につきまして，事務局の説明

を求めます。 

事務局(藤原)（農用地利用計画の変更 説明） 

副会長    事務局からの説明は以上です。皆さん，質疑等ございませんか。 

（質問等なし） 

副会長    質疑等もないようでございます。その他の３番について，異議ございませんか。 

委員全員   異議なし。 

副会長     異議なしということで，その他の３番について、承認されました。ありがとうご

ざいました。 

副会長    続きまして，その他の４番，農地法５条許可申請の取下げにつきまして，事務

局の説明を求めます。 

事務局(藤原) （５条申請取下げ 説明） 

副会長    事務局からの説明は以上です。皆さん，質疑等ございませんか。 

（質問等なし） 

副会長     質疑等もないようでございます。その他の４番について，承認することに異議

ございませんか。 

委員全員    異議なし。 

副会長     異議なしということで，その他の４番について、承認されました。ありがとう

ございました。 

副会長     それでは，以上で，本日提案の議題はすべて終了しました。全体的に何かご意

見等がありましたらお伺いします。 

（意見等なし） 

副会長     それでは，無いようですので，来月の定例会の日時等を事務局よりお願いしま

す。 

事務局(藤原) （来月日時等説明） 

        来月の予定につきまして、お知らせ致します。 

        農地法申請      ７月 ３日(金)    締め切り 

        定例会        ７月２０日(月)    午前９時３０分から 
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       来月から通常通り開催したいと思っていますので、ご協力の程よろしくお願い

致します。 

副会長    （閉会あいさつ） 

        急な進行ということで、戸惑うこともありましたが、皆様方のご協力で無事、

総会を終了することが出来ました。誠にありがとうございました。これをもち

まして閉会と致します。 

閉会後は事務局から事務連絡がありますので，そのままお待ちください。 


