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南砺市農業委員会第 2回総会会議録

1.召集日時  平成 29年 8月  1日

2.開会時間  平成 29年 8月 31日  午後 2時 00分

3.閉会時間  平成 29年 8月 31日 午後 3時 00分

4.場  所  城端分庁舎 視聴覚室

5.委員定数  20名

6.出席委員  19名

番号 氏名 出欠 番号 氏名 出欠

1 織田 直信 出 11 堀 文夫 出

2 鍋島 守 出 12 藤永 隆夫 出

3 中村 三郎 出 13 山本 弘 出

4 片山 昌作 出 14 山土 修一 出

5 當田 衞 出 15 齊藤 十明 出

6 杉森 桂子 出 16 上田 憲仁 出

7 林 正一 出 17 澁谷 均 出

8 中川 寿 出 18 松平 勝 出

9 荒木 健二 出 19 瀧 由記男 出

10 北島 文子 欠 20 前川 十一 出

事務局 芝井 広、野原 健史、 山田 由紀子 

7.議事日程
第 1 議事録署名委員の指名
第 2 議案第 8号 農地法第 3号の規定による許可申請承認に

ついて

議案第 9号 農地法の許可に対する事業計画変更承認の申請

について
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議案第 10号 農地法第 5条第 1項の規定による許可申請承認に
ついて

議案第 11号 農地利用集積計画（案）について

 第 3 協議事項
    協議第 2 号 農業振興地域整備計画の農用地区域からの除外及

び農用地区域への編入について

 第 4 報告事項
    報告第 2号 農業振興地域整備計画の軽微な変更について

    報告第 3号 農地法第 3条第 1項第 13号の規定による届け出に
ついて

    報告第 4号 農地法第 18条第 6項の賃貸借の規定による通知書
について

第 5 その他

8.事務局職員
   事務局長 芝井 広、主幹 野原 健史、副主幹 山田由紀子

9.会議の概要

事務局長

会長 

定刻となりましたので、只今より、第 2 回南砺市農業委員
会総会を開催いたします。本日、欠席委員の方は 1 名です。
20名中、出席委員 19名ということで、農業委員会等に関する
法律第 21条第 3項に規定する定数に達しており、総会が成立
することをここにご報告申し上げます。会議に先立ちまして、

前川会長よりご挨拶をお願いします。

皆様、大変ご苦労様でございます。8月も今日で終わりでご
ざいますが、気候的に過ごしやすい 8 月だったと思います。
米の作柄におきましても、平年並でございました。新人の農
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会長 

議長 

議長 

事務局 

業委員におきましては、研修会に参加頂き誠にありがとうご

ざいました。簡単ではございますが、開会の挨拶とさせて頂

きます。

議事録署名人をご指名させていただきます。3番中村委員、
4番片山委員よろしくお願い致します。

続きまして議事に移ります。議案第 8 号農地法第 3 号の規
定による許可申請承認について、事務局より議案の朗読と説

明を求めます。

 ＝議案第 8号について議案書をもとに朗読・説明＝

今回は、7 件の申請が有りました。面積は 田のみ、
13,325.95㎡です。
受付番号 1 番から 5 番の譲り渡し人が同一者でありますの
で、まとめてご説明いたします。

譲り渡し人は昨年、高速道路の完成により管理できなくな

った残地である農地を 5 名の方から一括譲り受けました。こ
れは、登記等の手続きをする際、所有者をまとめることで、

手続きしやすくするために行ったことです。今回、その手続

きが終了したため、その 5 名の方に、全て農地を戻すことに
なりました。申請地を譲り受け人の農業経営の充実を図るた

めに譲り渡すものです。

次に、受付番号 6 番につきまして、譲り渡し人は高齢とな
り、自分の身の回りのことなど不安になってきました。現在、

自己所有農地がいくつかありますが、中でも長男との共有農

地が存在していることが気になり、今回、機会を伺い長男と

の共有名義から長男の単独名義として譲り渡すものです。

次に、受付番号 7 番につきまして、譲り渡し人は現在、県
外に住んでおります。今回、譲り受け人から、おかきを生産

するための農地が必要との話を受け、譲り渡すものです。こ

の譲り受け人は、日の出屋製菓産業株式会社の退職者が「新

大正もち米」を生産する農業関連業務に従事しております。

菓子類の原材料の生産や販売をするため、地域社会の活性化

に貢献することを目標に平成 29年 6月に設立しました。申請
地は、日の出屋製菓産業（株）のおかきの原料となる「米」

を作るための専用農地として、また、おかきを製造すること
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

に適した「米」を生産するための農地であります。今回の申

請地を利用するにあたり、機械、労働力、技術面からしても、

問題がなく新たに農業経営を開始するために必要となりまし

た。

いずれの案件については、農地法第 3 条第 2 項各号に該当
しないため、許可要件を満たしていると考えます。以上です。

以上の案件につきまして、何かご意見、ご質問等ありまし

たらお願いいたします。

（異議なし）

ご異議がないようですので採決をとります。議案第 8 号農
地法第 3 条の規定による許可申請に対し意見決定について賛
成の方は拍手を願います。

（全員拍手）

拍手多数により、本件は原案どおり承認されたものといた

します。続きまして、次の議題へ進みます。

続きまして、議案第 9 号 農地法の許可に対する事業計画
変更承認の申請について事務局より議案の朗読と説明を求め

ます。

 ＝議案第 9号について議案書をもとに朗読・説明＝

今回は、1 件の申請がありました。今から 4 年前の平成 25
年 10 月 29 日に、譲り渡し人から譲り受け人の住宅敷地とし
て、転用許可が承認されておりました。このとき、転用目的

が住宅敷地ということでありましたが、今回は、有限会社 富

田食品に所有権移転をし、転用目的が作業場及び店舗の駐車

場敷地といった、以前の許可条件通りの事業目的を遂行でき

なくなったことによる申請です。今回、「農地法第 5条の規程
による許可後の計画変更申請」が提出されましたので、市の

農業委員会に諮り、承認を得なければならないことになって

おります。委員の皆様方には、このことをご理解のうえ、ご

承認の程よろしくお願いいたします。以上です。
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議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

以上の案件につきまして、何かご意見、ご質問等ありまし

たらお願いいたします。

（異議なし）

ご異議がないようですので採決をとります。議案第 9号 農
地法の許可に対する事業計画変更承認の申請について賛成の

方は拍手を願います。

（全員拍手）

拍手多数により、本件は原案どおり承認されたものといた

します。続きまして、次の議題へ進みます。

続きまして、議案第 10号農地法第 5条第 1項の規定による
許可申請承認について事務局より議案の朗読と説明を求め

ます。

 ＝議案第 10号について議案書をもとに朗読・説明＝

今回は 1件の申請がありました。面積は田のみ 413.00㎡
です。

作業場及び店舗駐車場 田    1筆    413.00㎡
   計 田 1筆    413.00㎡

受付番号 1 番です。受付番号 1 番の申請人は、申請地を作
業所及び店舗の駐車場敷地として転用するものです。譲り受

け人は、昭和 63年に設立された会社でありますが、平成元年
に食品及び加工食品の販売や作業場を建築しました。今般、

業務拡大のため、この工場に食堂を併設したので、申請地を

その客層のための作業場、また駐車場として使用貸借権での

申請をするものです。農地区分は、10ha以上の広がりをもつ
農地ということで 1 種農地と判断され転用許可基準の既存地
拡張に該当するものと考えられます。以上です。

以上の案件につきまして、何かご意見、ご質問等ありまし
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議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

たらお願いいたします。

（異議なし）

ご異議がないようですので採決をとります。議案第 10 号
農地法第 5 条第 1 項の規定による許可申請承認について賛成
の方は拍手を願います。

（全員拍手）

拍手多数により、本件は原案どおり承認されたものといた

します。続きまして、次の議題へ進みます。

続きまして、議案第 11号農地利用集積計画（案）につい
て事務局より議案の朗読と説明を求めます。

＝議案第 11号について議案書をもとに朗読・説明＝

 今回は 59 名、175 筆の申請がありました。面積は田のみ
425,281.00㎡です。

いずれの案件も農業経営基盤強化法第 18条第 3項及び、農
地中間管理事業の推進に関する法律、第 18条第 4項の条件を
満たしていると考えます。

農地流動化面積、新規設定 149 筆 38.91ha、再設定 24 筆
3.32ha合計 173筆 42.23ha、再転貸 2筆 0.3ha総合計 175筆
42.53ha、18 条 6 項の解約 17 筆 1.62ha です。8 月 1 日は
48.18%、8月 31日 48.67%で 0.49%の増です。区域別流動化
面積の詳細です。城端地区で再設定が 24 筆 33,210 ㎡、井波
地区の新規設定が 9筆 23,323㎡、福野地区の新規設定が 8筆
14,654㎡、転貸が 2筆 3,013㎡、福光地区の新規設定が 132
筆 351,081 ㎡、合計新規設定・再設定が 422,268 ㎡、転貸・
移転が 3,013 ㎡です。今回の申請の主な利用権設定を受ける
者として、農事組合法人宗守営農 132筆、35.1ha以下順番に
掲載してあります。以上です。

以上の案件につきまして、何かご意見、ご質問等ありまし

たらお願いいたします。
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議長 

議長 

議長 

事務局 

（異議なし）

ご異議がないようですので採決をとります。議案第 11号農
地利用集積計画（案）について賛成の方は拍手を願います。

（全員拍手）

拍手多数により、本件は原案どおり承認されたものといた

します。続きまして、次の議題へ進みます。

続きまして、協議事項第 2 号農業振興地域整備計画の農用
地区域からの除外及び農用地区域への編入について事務局よ

り議案の朗読と説明を求めます。

＝協議事項第 2号について議案書をもとに朗読・説明＝

除外申請の受付番号 1 番につきまして、申請者は、既存敷
地において父親所有の住宅に現在 9人で生活をしております。
住宅も古くなり子供部屋も無い状態なため、この住宅を増改

築しようとしたところ、既存の敷地は、土砂災害特別警戒区

域内にあるため、改築・建て替えが不可能であります。規制

範囲から外れる部分以外もありますが、この部分も高低差が

あり土止め擁壁等に莫大な工事費が係ること、つい最近も豪

雨による土砂災害の報道を聞き及ぶにあたり、既存敷地での

建築は断念し、既存地以外に唯一宅地として父が所有してい

る土地とその周囲の農地を宅地転用し、農家住宅敷地として

申請したものです。農地区分は、1種農地と判断され、転用許
可基準の集落接続に該当するものと考えられます。

次に、編入申請の受付番号 1 番につきまして、申請者は、
土地改良総合整備事業実施のため土地改良事業を行い、生産

性と営農効率の維持向上を図っていくため、福光舘にある 39
筆、面積 50,549㎡を農振農用地区域へ編入するものでありま
す。

受付番号 2 番につきまして、申請者は、土地改良総合整備
事業実施のため土地改良事業を行い、生産性と営農効率の維

持向上を図っていくため、 福光小坂にある 92 筆、面積
127,374㎡農振農用地区域へ編入するものであります。
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事務局 

議長 

委員 

事務局 

議長 

議長 

議長 

事務局 

受付番号 3 番につきまして、申請者は、土地改良総合整備
事業実施のため土地改良事業を行い、生産性と営農効率の維

持向上を図っていくため、 福光祖谷にある20筆面積、10,051
㎡を、農振農用地区域へ編入するものであります。

受付番号 4 番につきまして、申請者は、土地改良総合整備
事業実施のため土地改良事業を行い、生産性と営農効率の維

持向上を図っていくため、 城端信末野村島にある 18筆、面
積 10,767.59 ㎡を、農振農用地区域へ編入するものでありま
す。以上です。

農業振興区域への編入・除外につきましては、県へ進達し

県から承認を得た上で、再度農業委員会にかけることになり

ます。そのため、本日は意見のみ伺うことになります。何か

意見はございますか。

土地総合整備事業というのは、田整備とか、水路整備とか

その辺何か聞いておられますか。

水道整備があったと思っております。その他の地域におい

ては、田整備もあるかと思います。

ご意見がないようですので、このように申請してもよろし

いか拍手をお願いします。

（全員拍手）

拍手多数により、本件は原案どおり申請をさせて頂きます。

続きまして、報告事項へ移ります。

続きまして、報告第 2 号農業振興地域整備計画の軽微な変
更について事務局より議案の朗読と説明を求めます。

＝報告第 2号について議案書をもとに朗読・説明＝

申請地を農機具格納庫として用途変更をしたいという願い

出です。農業振興地域の整備に関する法律・施工令第 10条第
1項第 4号の規定では、農業上の用途区分の変更で、土地の面
積 1ha を超えないものは、軽微な変更で処理できることにな
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事務局 

議長 

事務局 

議長 

事務局 

議長 

事務局 

っておりますので、8月 22日農業振興地域整備計画の変更報
告を行ったことを報告いたします。

報告事項ですので、このまま承認させて頂きます。

続きまして、報告第 3号農地法第 3条第 1項第 13号の規定
による届け出について事務局より議案の朗読と説明を求めま

す。

＝報告第 3号について議案書をもとに朗読・説明＝

農地保有合理化事業により、富山県農林水産公社に所有権

を移転するものです。県に移転する農地については、資料の

通りです。移転する 4筆については、平成 29年 8月 7日に受
理されております。農地保有合理化法人が農業委員会に届け

出て売買事業を実施する場合は、農地法第 3 条の許可を受け
なくても良いことになっております。以上です。

報告事項ですので、このまま承認させて頂きます。

続きまして、報告第 4号農地法第 18条第 6項の賃貸借の規
定による通知書について事務局より議案の朗読と説明を求め

ます。

＝報告第 4号について議案書をもとに朗読・説明＝

今回は、6件の届出がありました。面積は、田のみ
16,207.00㎡ です。
受付番号 1番と 2番、4番 5番につきましては、議案番号第

8号農地法第 3条受付番号 6番に関するものです。
受付番号３番につきましては、議案番号第 8号 農地法第 3
条受付番号 7番に関するものです。
受付番号 6 番につきましては 受け手側の方が農業を辞退
するためのものです。以上です。

報告事項ですので、このまま承認させて頂きます。

続きまして、その他になります。事務局より説明を求めま

す。

＝農地パトロールについて説明・案内＝
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議長 

事務局 

委員 

事務局 

議長 

その他に何かございますか。

本来であれば、農業委員の研修について詳細を案内すると

ころですが、間に合いませんでした。小委員会がないため、

コースと日程については事務局に一任させて頂き、会長や旅

行会社と相談しながら決定したいと思います。その後、郵送

等で案内と出欠の確認を致します。一人でも多くの方に研修

視察にご参加頂きますようよろしくお願い致します。

今年度の農地パトロールはここにある案内の日程だけにな

りますか？

本来であれば、全体の農地パトロールが必要となりますが、

今年度は 3 地区のみを調査したいと思いますので、この日程
だけになります。

他にご質問等はありませんか。

ないようでしたら、本日の委員会を終了させていただきま

す。

○次回の農業委員会 平成 29年 10月 4日(水) 午後 2時

 以上をもちまして、南砺市農業委員会第 2 回総会を閉会い
たします。

（閉会時刻 午後 3時 00分）
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議事録が正確であることを証します。

  平成  年  月  日

議事録署名委員

議事録署名委員

会     長


