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南砺市農業委員会第 27 回総会会議録

1.招集日時  平成 28 年   9 月  4 日

2.開会時刻  平成 28 年   10  月  3 日  午後 2 時 00 分

3.閉会時刻  平成 28 年 10  月  3 日 午後 3 時 08 分

4.場  所  城端庁舎 ３階 会議室

5.委員定数  27 名

6.出席委員  23 名  欠席委員 4 名

番号 氏名 出欠 番号 氏名 出欠

1 齊藤 勇一 出 15 瀧  由記男 欠

2 浅野 清治 欠 16 片山 昌作 出

3 上田 憲仁 出 17 藤永 隆夫 出

4 福田 孝洋 出 18 松平 勝 出

5 荒木 健二 出 19 齊藤 十明 出

6 前川 十一 出 20 澁谷 均 出

7 梅本 兵造 欠 21 杉本 文代 欠

8 池田 又次郎 出 22 木下 春一 出

9 石尾 武雄 出 23 小橋 昭夫 出

10 山本 清 出 24 中川 寿 出

11 山本 敏 出 25 松本 篤治 出

12 大谷 與一 出 26 百島 和博 出

13 雨野 敬三 出 27 池田 喜昭 出

14 杉森 桂子 出

7.議事日程

第 1 議事録署名委員の指名

第 2 議案第 109 号 農地法第 3 条の規定による許可申請承認につい

て

議案第 110 号 農地法第4条第1項の規定による許可申請承認に

ついて
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議案第 111 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 112 号 農用地利用集積計画（案）の決定について

    議案第 113 号 農地法第 3 条第 1 項目的の買受適格証明願いに

ついて

    報告第 39 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

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

池田会長

事務局長

定刻となりましたので、只今から、南砺市農業委員会１０

月総会を開催いたします。会議に先立ちまして池田会長より

ご挨拶をお願いいたします。 

皆様方ご苦労さまです。非常に今年の秋は長雨で農作業も

遅れ遅れとなり、麦の播種等なかなか短い状況であるようで

す。先日の新聞等の報道によりますと、米の収量、作況等に

ついてはいいような数字がでているようであります。これら

につきましても皆様方の実感としてどのように感じておられ

るのかまた、いろいろとお聞かせいただければと思っており

ます。１０月は、９月のような天候ではなく、いい天候に恵

まれるのではないかと思っておりますが、こればかりわから

ない状況でありますが早速、台風などが近づいてきていると

のことでありますし、大きな風が吹かないよう、また大きな

雨にならないよう願いながら、本日の農業委員会を努めさせ

ていただきたいと思っております。皆様方のご協力の程、よ

ろしくお願い申し上げます。 

本日の欠席委員は、2番浅野委員 7番梅本委員、15 番瀧委

員、21番杉本委員でございます。出席委員は 27 名中 23名で、

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
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事務局長

議長 

議長 

事務局 

事務局 

議長 

議長 

しており総会が成立することをここにお知らせします。それ

では、お手元の総会日程に基づき進めさせていただきます。

議事の進行は会長が務めることになっておりますので、池田

会長にお願いいたします。 

それでは、最初に議事録署名委員の選任を行います。議事

録署名委員は 2 名とし、議長指名により決定いたしますがご

異議ございませんか。 

（異議なし） 

異議なしとのことですのでご指名させていただきます。本

日の署名委員は 3番の委員、4番の委員の 2名の方よろしくお

願いいたします。それでは、議事に入ります。 

附議議案第 109 号農地法第 3 条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 109 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 1,177.00

㎡ です。 

受付番号 1 番としまして、譲渡人は、高齢であることと、

南砺市内から離れて居住していることで、申請地である田の

管理ができないため、仲間田のうちのひとりであります方に 

譲り渡すものです。 

これは、農地法第 3 条第 2 項各号に該当しないため、許可

要件に満たしていると考えます。 

 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 109 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

賛成の方は挙手を願います。 
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議長 

議長 

事務局 

議長 

（全員挙手） 

全員挙手につき、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。 

議案第 110 号農地法第 4 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 110 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 115 ㎡

です。 

住宅敷地        １件 田 2 筆  115 ㎡ 

受付番号 1 番、申請人は申請地を住宅の一部に転用するも

のです。申請人は、昭和６３年頃に住宅を建て替えました。

その際に、農作業スペースを住宅前面となる東側で確保する

ため、西側は敷地ギリギリに住宅を新築しました。しかし、

徐々に雨水等により土が農地に流土し住宅敷地が徐々に削ら

れ、このままでは住宅にも影響が出かねないことから、やむ

を得ず隣接農地の一部を土盛り敷地内の流土を防ぐべく土留

めをしました。また、土蔵が住宅南側にあり、新築する際、

その場所に曳き家し、移動させ、住宅敷地内だけではスペー

スが足りなくなり、一部が農地にはみ出ることとなりました。

この状態をどのように手続きすればよいのかわからず今日ま

で使用してきました。近く、地区内で農地の整備事業があり

今般この住宅敷地拡張となった部分を整備し使用していく予

定です。このことから、早急に手続きをし、今回無断転用の

是正をするものです。 

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、転用許可基準の集落接続に該当するも

のと考えられます。 

只今説明ありましたように、無断転用の是正という関係で

ございます。これについても何かご質問等ございましたらお

願いします。 
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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 110 号

農地法第 4 条の規定による許可申請に対し意見決定について

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

全員挙手につき、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。 

（異議なし） 

議案第 111 号農地法第 5 条第１項の規定による許可申請に

ついて事務局より議案の朗読と説明を求めます。 

＝議案第 111 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は、6 件の申請がありました。面積は、田 3,315.00

㎡ 畑 99.00 ㎡ 合計 3,414.00 ㎡です。 

資材置場       1 件 田 1 筆  1,504 ㎡ 

駐車場        1 件 畑 2 筆    99 ㎡ 

住宅敷地       2 件 田 3 筆   700 ㎡ 

干柿乾燥施設及び 

駐車場スペース    1 件 田 1 筆   728 ㎡ 

社用車及び 

従業員駐車場     1 件 田 2 筆   383 ㎡ 

受付番号１番です。 

申請人は、申請地を譲り渡し人から賃貸借設定により、資

材置場として転用するものです。借受人は、液化ガス、石油

等の燃料販売、ユニットバス等の住宅設備機器の販売及び管

工事や土木工事等の建設業等を主に営んであり、譲り渡し人

はこの会社の代表取締役であります。本社は福野の市街地に

あり、主力のガス充填工場は申請地の隣地にありますが、営

業拠点は福野地域で業務拡張を図るためには、既存の敷地で
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事務局 は、手狭な状態であるため建設資材、重機、廃容器置場を拡

張予定であります。 

農地区分は、ＪＲ高儀駅から 500ｍ以内であることから２種

農地と判断され、転用許可基準の代替可能性なしに該当する

ものと考えられます。 

受付番号２番です。 

譲り渡し人は、申請地を譲り受け人に所有権移転により駐

車場として転用するものです。昭和 52 年に別の場所にあった

道場が老朽化したため現在の場所に建築しましたが、公民館

の機能も有しており、住民の寄り合い施設として利用してい

るところです。この申請地は、集落の中にあるのでほとんど

の住民は徒歩で利用しておりますが、遠方の住民の若干名は、

自家用車での利用が多くなっていることから、駐車場の整備

が急務となり造成しました。しかし、これは、農地法の許可

を取得せずに行ったものであり、遺憾であるとともに今後は、

このような事がないように対処する所存です。このことから、

早急に手続きをし、無断転用の是正をするものです。 

農地区分は、低生産性小集団農地の２種農地と判断され、

許可基準は、代替可能性なしに該当するものと考えられます。

受付番号３番です。 

譲り渡し人は申請地を、譲り受け人に、住宅敷地として譲

り渡すものです。 

譲り受け人は、結婚後、市外のアパートで生活しております

が、そのアパートは手狭なためいずれ、自己所有住宅を新新

築したいと考えておりました。この申請地は、母方の祖父の

所有であり、祖父母からの育児等の支援、祖父母が今後老い

た時の介護など、互いに協力したいと考え、今後は、夫とと

もに、農作業の協力も考えているところです。また、譲り渡

し人は、以前、酪農を営んでいたため、申請地を含めた土地

を許可なしで飼料置場として土盛りし、利用していましたの

で、今回は無断転用の是正をするものです。 

農地区分は、10ha 以上の広がりをもつ農地ということで１

種農地として判断され、許可基準の集落接続に該当すると考

えられます。 

受付番号４番です。 

借受人は、申請地を使用貸借権により、住宅敷地として転

用するものです。 

借受人の現住居は、昭和 21年に建築されており、老朽化が
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事務局 激しく建て替えが必要ではありますが、当該地区が土砂災害

特別区域に指定されており、既存地での住宅建築が制限され

不可能な状態であります。そこで、親戚の方々からの打診が

あり、通勤にも便利な申請地を借受け住宅を建築するもので

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、許可基準の集落接続に該当すると考えら

れます。 

受付番号 5番です。 

譲り渡し人は、申請地を譲り受け人に干柿施設及び駐車場

スペースとして転用するものです。 

譲り渡し人は、平成 2年頃から近隣農家 10 軒ほどで生産、

加工等を行いましたが、技術や販売方法などすべてが暗中模

索であったため全く見通しがつかなかったようです。譲り渡

し人の納屋に、各自で生産した「あんぽ柿」を持ち寄り検査

や技術面の勉強会を繰り返し行い近隣にてにての販売をして

いました。平成 4 年頃から品質や加工技術が向上し、販売ル

ートの拡大と共に受注量も増加し、納屋では手狭となってき

たことで、申請人の自宅敷地内にプレハブを置いてその中で

作業をしてきました。平成 5 年頃から反対側にあった現在の

場所に土盛りをし、レッカーでプレハブを移動させ、必要に

応じて資材庫を設置し整備してきました。福蜜柿のあんぽ柿

は、南砺市のブランド認定農産加工品ということでもあり、

しっかりとした直売所等を設置し、来客者に対応できるよう

な設備を完備したいと考えております。今回、立替えと駐車

場の両方を確保、検討し、既存敷地を調査したところ、この

地が農地のままであることがわかり、早急に手続きをし無断

転用の是正をするものです。 

農地区分は、10ha 以上の広がりを持つ農地ということで 1

種農地と判断され、許可基準の集落接続に該当すると考えら

れます。 

受付番号 6番です。 

譲り渡し人は、申請地を譲り受け人に、社用車及び従業員

駐車場として転用するものです。 

この申請地は、大工をしていた元所有者が作業場として新

築したものであり、残地は畑として使用していましたが、10

年前に元所有者が他界してからは、畑も作業場も使用するこ

とがなくなり現在のような荒地になりました。譲り渡しの内
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事務局 

議長 

職務代理

議長 

委員 

事務局 

議長 

委員 

の一人が現在遠方に住んでおり、今後この地を農地として使

用することはなく、このまま荒地では近隣にも迷惑をかける

ことになることから、早急に手続きし今回無断転用の是正を

するものです。 

農地区分は、10ha 以上の広がりを持つ農地ということで 1

種農地と判断され、許可基準の集落接続に該当するものと考

えられます。 

以上６件の中のうち１件に 1,000 ㎡以上ものがございます

ので担当委員からコメントをいただくことにします。 

この案件ですが、2年ほど前からこの農地を除外、転用して

資材置き場あるいは、廃材をおいたりするのに申請があがっ

ていた記憶がございます。今回、この場所で、1,500 ㎡は最後

の申請となっておりまして、今までは水稲栽培しており、営

農組合にも話し合いがつきまして、今回、申請書を提出され

たということで、私の方でも確認しましたし、地区の区長さ

んにも許可を得ておりますので、皆様方よろしくお願い申し

上げます。 

何か他にご意見、ご質問等ありましたらお願いいたします。

現在、農地であるところに是正のための申請が提出されれ

ば、農地は少なくなるのか。 

是正で申請が提出されれば、是正前は、農地ではあるが、

許可が下りれば実際に農地ではなくなります。これが許され

るかどうかの判断は、転用基準の許可というものがあります。

是正されれば必ずしも許可が下りるかということはないと思

われます。今回の場合は、転用許可基準が該当するものがご

ざいますので認めざるを得ないということで案件としてあげ

てございます。 

何か他にご意見、ご質問等ありましたらお願いいたします 

私のところで、中山間地域支払制度、制度改正として集落

戦略の糧というなかで、農地の基本台帳を全部調査しました

ところ、無断転用に近いような場所がいくつか出ているよう
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委員 

事務局長

委員 

事務局長

委員 

議長 

委員 

事務局 

なであります。本人のところへ農地の基本台帳はこうなって

いますよというように声かけしております。その年について、

必ず本人の実践なのか強制していえばいいのでしょうか、手

続きがなかなかできないということですが、どのようにすれ

ばよろしいでしょうか。 

中山間地への直接支払いの関係ですが、1種法でも臨時調査

したりして、中山間地区の担当と調整しまして、毎年、現地

の農地状況を現地確認、調査しております。その中で、山本

委員方の方は具体的にどのようになっているのか直接聞いて

おりませんが、地区によって無断転用なり、現況が非農地で

は、交付金を、その田に対して返還という手続きをやってお

ります。返還は直接支払いは、1期が 3年分とか 2期なりの相

当分返還の手続きをしていただきます。誤解が飛び交うもの

ですから、実際の状況と調査したうえで返していただくとい

ったことになるかと思われます。 

お金の方はわかりました。法改正によって集落戦略をたて

なさいという中で、農地を基本台帳で調査したら転用とかの

内容がでてくると思うのですが、その辺の指導法とかを私た

ち農業委員がどのようにすればよいのか教えてください。 

農業委員の業務というのは、無断転用も含めて当然ですの

で、そのような案件があれば、農業委員会事務局に相談した

りして、お互い連携しながら対応していきたいと思います。 

是正しなくてはいけないケースがある場合は、修正相続の際

など困らないと思いますので、ご協力のほどよろしくお願い

いたします。 

わかったときになるべく早く整理するように気をつけてい

きたいと思っております。また、よろしくお願いいたします。

このほかに何かございますか。 

調査とかどのようにしているか。 

最終的に個人の方のいろんなご事情で、先祖からの贈与や



 10

事務局 

委員 

事務局 

委員 

事務局 

委員 

議長 

議長 

議長 

議長 

相続をうけたとかの場合に法務局へ出向いた際に判明するこ

とが多いものです。 

農業委員会ではわからないということか。 

把握できておりません。 

大きくわかるものであれば、調査にとりかかるかもしれま

せんが、なかなか過去のことや許可をとっているかどうかは、

一般の方からしてみれば許可をとっているはずだと認識した

うえでみているのではないでしょうか。調査まで至らず把握

しておりません。 

昔はよく無断転用はあったものですが、最近はどれくらい

発生しているかわからないのでお聞きしたまでです。 

結構あるかと思われます。 

わかりました。 

敷地の一部をそっと広げたようなものは、そのままにして

おられる方がおいでるかと思われます。最近では大きく区画

なり進んできておりますので、わかるようになってきている

ので、修正されてきているのではないでしょうか。 

他に何かございますか。 

（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 111 号

農地法第 5 条の規定による許可申請に対し意見決定について

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

全員挙手につき、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。 

議案第 112 号農用地利用集積計画（案）の決定について議

題とします。事務局より議案の朗読と説明を求めます。 
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

議長 

＝議案第 112 号について議案書をもとに内容説明＝ 

今回は設定が 61 件、142 筆の申請がありました。面積は、

田のみ 457,103.00 ㎡です。 

いずれの案件も農業経営基盤強化促進法第 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号の各要件

を満たしているものと考えます。 

何かご質問等ございませんでしょうか。 

（異議なし） 

異議なしのようですので採決をとります。議案第 112 号農

用地利用集積計画（案）の決定に対し意見決定について賛成

の方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

全員挙手につき、本件は原案どおり承認いたします。続き

まして次の議題へ進みます。 

議案第 113 号農地法 3 条第 1 項目的の買受適格者証明願い

について議題とします。事務局より説明を求めます。 

＝議案第 113 号について議案書をもとに内容説明＝ 

願出者は、買受けする者に 田 合計 ４筆 6,244 ㎡ を

入札期間までに参加しようとする競売について、農業経営規

模の拡大を図りたいと考えており、今回、落札決定者となり、

農地法第 3 条の所有権移転許可申請書が提出された場合は、

直ちに許可するものとするとなっています。 

この案件につきまして、何かご意見ご質問ございませんか。

（異議なし） 

地域の農業という観点から、証明願いにつきまして、ご承
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議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

認いただきたく存じます。 

（異議なし） 

異議なしのようですので採決をとります。議案第 113 号農

地法第 3 条第 1 項目的の買受適格者証明願いについて賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

全員挙手につき、本件は原案どおり承認いたします。続き

まして次の議題へ進みます。 

続きまして報告事項に入ります。 

報告第 39 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」を議題とします。事務局より説明を求めま

す。

＝報告第 39 号についての議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は、10 件の届出がありました。面積は、田のみで

11,665.97.00 ㎡ です。 

受付番号 1 番と 2 番につきましては、富山県へ売買された

ことによる解約です。 

 受付番号 3 番から 6 番につきましては、市へ売買されたこ

とによる解約です。 

受付番号 7 番につきましては、一度解約して、利用権設定

するものです。 

受付番号 8 番につきましては、あっせん事業によるもので

す。 

受付番号 9 番につきましては、議案第 109 号農地法第 3 条

の受付番号 1番に関するものです。 

 受付番号 10 番につきましては、議案第 111 号農地法第 5条

の受付番号 5番に関するものです。 

これらについて、何かご質問、ご意見などございますか。 
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議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局長

（異議なし） 

異議なしということで報告を受けたことになりますので、

承認いたします。 

 本日の議案につきましては、以上であります。 

これで審議事項ならびに報告事項はすべて終了しましたの

でその他に進みます。 

○次回の委員会 平成 28年 11 月 4 日（金）午後 2時から 

 その他、何かご意見等ありますか。 

（発言なし） 

ここで、新しい制度における農業委員会組織のことにつき

まして、事務局長から現在検討されている案件など説明いた

だきたいと思います。 

農業委員会改選に伴う農業委員会組織見直しについての書

類に基づいて説明いたします。 

この４月に農業委員会法改正によりまして、農業委員会委

員の選出については、方法が変わったということで、来年 29

年 7月に改選になりますが、その際の手続きが、本年 12月に

市の議会の方に条例改正ということで、見直し改正をする予

定でございますが、一度、農業委員会の皆様にその内容につ

いてご説明いたします。また目的ですが、農地法だけではな

く、担い手の農地集積であるとか耕作放棄地の防止、参入の

促進等の業務必須という農地法が改正になっております。そ

れらを受けまして、農業委員の選出方法ということも具体的

にかわりまして、公職選挙法による互選から市長の選任とい

う方にかわっております。市長の方は、直接選任という方法

ではなく、地区等の推薦であるとか、本人の募集、公募とい

う形式にかわったということになりました。委員の定数も決

まっておりまして、南砺市の場合は 19 名と決定しておりまし

たが、例外事項で 1名追加ということにし、最大限 20 名とい

うことで定めたいと考えております。20 名の過半、11 名以上
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事務局長

委員 

は、認定農業者であるという条件がございます。 

２番目の農地利用最適化推進法が新たに新設されます。こ

れは、法律上定めたもので全国一律でこの制度になっており

ます。南砺市の場合、従来から地域評価員としてこの制度に

似たような協力員がおられましたので、ほぼ目的内容が似通

っておりますので、その協力員を新たな推進員としたいと思

っております。今現在、37 名がおられます。活動、業務内容

としましては、現地の活動を中心に農地の集積であるとか、

耕作放棄地の防止等（現在は、中心は農地パトロールとなっ

ております）が、現地活動が中心になるかと思われます。 

３番目の選出認定についてですが、今後スケジュールとい

うことですが、まず今月、認定農業者に関する同意というこ

とで、どのように進めるかは現在検討中であります。考えと

して各地区に、いろんな組織がありますが、そこで、認定農

業者の名簿を見られるように、認定農業者の方の同意を事前

に得たいと考えております。その同意を 10 月末から 11 月初

旬までに回収したいと思っております。また、10 月には、パ

ブリックコメントと書いてありますが、市のホームページに

条例改正の内容等を掲示しまして、それに対する一般市民か

らの意見を募るというようなことをしたいと思っておりま

す。11月には、議会の全員協議会で説明と書いてありますが、

議員さんの方へ議会の前、事前に内容を説明するものでござ

います。その後、12 月の議会で実際に改正の内容を審議して

いただき、議決をいただくことになっております。それで、

条例が改正になりましたところで、来月 1 月には、自治振興

会や各種団体への推薦依頼、個人等への公募案内し、3月には

とりまとめて、公表、その後、6月の議会には、議会の同意を

得た後、7月に市長が任命するというようなスケジュールでご

ざいます。資料に条例案というものがありますが、内容につ

きましては、推進員の定数を定めたものなどいうことで附則

では、従前、今現在ある条例の廃止というものがございまし

て、経過措置というものがあり法律が施行されております。

現在は任期満了までですといった内容です。以上です。意見

等がございましたらお願いします。 

改正というものか、そのまま継続するから書いてないと思

いますが、以前農業委員の内の女性は 2 名という強制事項が

あったかと思いますが、それは、継続するから書いていない
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委員 

事務局長

委員 

事務局長

委員 

事務局長

のでしょうか。もうひとつは、各振興会、自治振興会に名簿

を渡すということは、市の方針としては、全員認定農業者で

お願いしますというような解釈でよろしいでしょうか。 

まず、女性委員につきましては、条例では定めておらず、

要項といったものがありますが、現状若しくは法律上は、強

制的なものではなく、極力、できれば、現状維持といった形

にしたいと思っております。今後の補助事業等で間接的に影

響してくるもので、南砺市は、女性の積極的なものがござい

ますので、いろんな事業等にも世の中の情勢からして、でき

る限り女性の方、若い方を選出し、様々な立場の方々との意

見を聞きたいと思っておりますので現状維持となります。 

また、認定農業者で 11 名を確保したいと思っておりますが、

これは、どのような聞き方をすればよいか、自治振興会とす

るか、旧町村レベル宛としたらよいか迷っております。配分

としては、認定農業者と認定農業者以外の方にしたらよいの

か、必ずしも認定農業者にしなくてはならないとは思ってお

りませんので、いろんな立場の方に委員で選出いただきたい

と思っているところであります。 

条例で 20 名になっておりますが、現在、28名でありますが、

20 名になると学識経験者等の方々はどうなるのか。 

もし廃止すると、今度は 20 名の中に学識経験者をいれると、

地区割りの人数が減ることになりますが、そのあたりはどの

ようにお考えなのか。 

最終的に地区割り等のバランスは、結論がでておりません

が、おそらく、地区の数も減るのではないかと思われます。

一部、地区の数も少し減っていくと思います。当然、学識経

験者等も地区以外の方からの方を減らすべきことになってい

くのではないかと思います。地区の方が若干減ると考えられ

ます。 

推進員の方がおられますが、その方の仕事と次回からの推

進員の仕事を比較すると、次回からは少し重いような気がし

ますがどのようにお考えでしょうか。 

先程の条例案をみていただけるとお分かりになると思いま
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事務局長

委員 

事務局長

事務局 

議長 

委員 

事務局長

すが、今までの推進員については、費用報酬というあっせん

の形ではでていなかったので、厳密なことをいえば、南砺市

の特別職員となるもので、立場としては、言われるとおりに

なるかと思います。内容につきましては、農業委員さんは、

主に議論をしていただく立場であり、推進員の方は、現地の

方を中心に、もし特別な状況であれば、農業委員会の中で意

見を言っていただける方でありますので、重たさからいえば

現地あっての審議だと思いますので、責任からいえば農業委

員会の中で意見をいうことが、重たくなってくるのではない

かなと思われます。 

そうしますと、農地転用の現地確認は、推進員がやるとい

うことでしょうか。 

具体的には決めかねております。法律の内容が理解されな

いと難しいと思いますので、その形がわかりやすいかと思い

ますので、現地というよりも書類上の同意というところを農

業委員さんにお願いしていくしかないかと思っております。 

農地利用最適化推進員等と農業委員ということで、役割を

書いた書類に掲載してございます。推進員の希望で農業委員

会に出席することができるとかがかいてございます。 

新しい農業委員会組織づくりということで、今現在、事務

局として考えつめているところですが、これらに関してご質

問等ありますでしょうか。 

認定農業者は半分以上といった規程はありますけど、現在

の農業委員や協力員は、農業者として選ばれていると思いま

すが、一切書いていないとうことは、農業者でなくても、農

業委員とか推進員に選出してもいいとうことでしょうか。そ

れを、地区への推薦依頼した際に、誰がそのようにして調べ

て決めるのか。農業者ということになるとだれが農業者か決

めにくいと思いますがいかがですか。 

農業者以外の方は、農業委員にはなれないと思います。 

まず農業者の方を農業委員さんに商業者の方がなるというこ

とは出来ません。但し、学識経験者は、もしかして例外があ
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事務局長

議長 

るのかもしれません。実際に、地区等への依頼は、そのあた

りが不明確にならないようにしっかり、事務局から口頭なり

振興会での説明をしなくてはならないのかなと思っておりま

す。そのときには、曖昧にならないよう努めます。認定農業

者といっておりますが、集落営農が法人化されて認定農業者

になっている方は、構成員とか役員になっている方も対象に

なりますので、法人の中で組合長なり代表の方でなければな

らないといったことはないので、ご理解いただきたく思いま

す。 

今後は事務局としまして、議会に諮られる説明をしていた

だきたいと思っております。 

以上で、南砺市農業委員会第 27回総会を閉会いたします。

（閉会時刻 午後 3時 08 分） 

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


