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南砺市農業委員会第 33 回総会会議録

1.招集日時  平成 29 年   3 月  2 日

2.開会時刻  平成 29 年    3  月 28 日 午後 2 時 00 分

3.閉会時刻  平成 29 年  3  月 28 日 午後 3 時 20 分

4.場  所  城端庁舎 ３階 会議室

5.委員定数  26 名

6.出席委員  22 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 片山 昌作 出

2 浅野 清治 欠 16 藤永 隆夫 出

3 上田 憲仁 出 17 松平 勝 出

4 福田 孝洋 出 18 齊藤 十明 出

5 荒木 健二 出 19 澁谷 均 出

6 前川 十一 出 20 杉本 文代 出

7 梅本 兵造 欠 21 木下 春一 出

8 池田 又次郎 出 22 小橋 昭夫 欠

9 石尾 武雄 出 23 中川 寿 出

10 山本 清 出 24 松本 篤治 出

11 山本 敏 出 25 杉森 桂子 出

12 大谷 與一 出 26 百島 和博 出

13 雨野 敬三 欠

14 瀧  由記男 出

7.議事日程

第 1 議事録署名委員の指名

第 2 議案第 138 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 139 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 140 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 141 号 農用地利用集積計画（案）の決定について

    議案第 142 号 農地の地目変更登記申請の取り扱いについて

    議案第 143 号 非農地証明について

 第 3 協議事項

協議第 26 号 平成 28 年度の活動の点検・評価（案）及び平

成 29 年度の活動（案）について

 第 4 報告事項

報告第 50 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

会長 

定刻となりましたので、只今から、第 33回南砺市農業委員

会 3 月の総会を開催いたします。本日の欠席委員は 2 番浅野

委員、7 番梅本委員、13 番雨野委員、22 番小橋委員の 4 名が

欠席であり、26 名中、出席委員 22 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お知らせします。会議に先

立ちまして、百島会長より挨拶方お願いします。 

今日のような日差しの日も増え、春らしくなって忙しい日

の今日、農業委員会にご出席いただきましてありがとうござ

います。先日、県の農業会議の常設審議委員会に出席し、そ

の席上で、富山米ブレンド米「富・富・富（フ・フ・フ）」の

試食の機会に恵まれ３口試食しました。家のコシヒカリと比

べまして、私の印象では香りは、まあまあでしたが、味は甘

みがあり、たいへん美味しかったですし、これはいける！と
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会長 

議長 

事務局 

事務局長

も思いました。本当によい体験をすることができましてあり

がとうございました。これもひとえに皆様のおかげだと思っ

ております。では、只今より会議に入らせていただきます。 

会に先立ちまして、議事録署名人をご指名させていただきま

す。本日の署名委員は 15番の委員、16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 138 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 138 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は 4件の申請がありました。面積は 田のみ 3,411.00

㎡です。 

受付番号 1番です。 

受付番号 1 番につきまして、譲り渡し人は、現在県外に居

住しており、農地の耕作や管理ができないため、申請地近隣

に農地を所有の方に譲り渡すものです。 

受付番号 2番です。 

受付番号 2 番の譲り渡し人は、現在県外に居住しており、

農地の耕作や管理ができないため、申請地近隣に農地を所有

の方に譲り渡すものです。 

受付番号 3番です。 

譲り渡し人は申請地を農業経営拡大に意欲のある方に譲り

渡すものです。譲り受け人の実家が申請地区内であり、以前

より実父からの後継者移譲により申請地近隣の農地を就農し

ていることもあり、農業経営拡大に図るうえで適している農

地と判断し申請するものです。 

受付番号 4番です。 

譲り渡し人は、高齢となり、近年、農地での耕作や管理が

出来なくなってきているため、申請地近隣に農地を所有の方

に譲り渡すものです。 

いずれの案件も農地法第 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ものと考えます。 

今の 4番目の案件にひとつ付け加えさせてください。 

ここの農地については、実態としての現在、農事組合法人

が耕作されております。議案書の 69 ページの№19 の解約通知
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事務局長

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

書をご覧ください。同じ地番で農事組合法人のものが二行に

わたって掲載されております。現在、所有者の方から農協を

通じまして農事組合法人が利用権設定しているものを解約し

ますということで同時に提出されております。実態としては、

地図でも確認とれますが、仲間田でもありますし、今後とも

農事組合法人が耕作される予定でもあります。3条の基本的な

考え方としましては、耕作者ではないと権利の取得ができな

いということに反するわけではありますが、本来であれば制

度的には、営農組合が法人化とするわけですから、その方は

主要権なりを取得していなければ一番いいわけでございます

が、現実問題として集落営農組織は組織的には経営基盤、資

金基盤が静寂なものですから、難しいというような話もござ

います。実際の所有者の取得ということで、来月、再度、営

農組合と利用権の設定をするということであれば事務局とし

て、この案件を承ることにいたしましたので、そのことも踏

まえたうえで審議いただきたく存じます。 

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 138 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。 

議案第 139 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 139 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 227㎡ で

す。 
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

住宅敷地の拡張   田 1 筆  227.00 ㎡ 

     計        1 筆  227.00 ㎡ 

受付番号 1番です。 

受付番号 1 番 申請人は申請地を農家住宅敷地のため転用

するものです。この申請地は、現在、納屋が築 50 年が経過し

老朽化は甚だしくなっているものがあります。また、前面道

路は緩やかなカーブを描き見通しが悪く、この納屋への衝突

事故も起こり危険な状況です。さらに、冬期には、納屋の屋

根雪が道路に落ちることにより、道路の幅員が非常に狭くな

っています。これらを解消するためには、現在の納屋を取り

壊し申請地に新たに建てたいと思い今回、申請するものです。

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。 

この案件について、何かご質問等ございましたらお願いし

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 139 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。 

議案第 140 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 140 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は、2 件の申請がありました。面積は畑のみ 491.00 ㎡

です。 
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事務局 

事務局 

農業用施設  1 件  畑 1 筆    465.00 ㎡

住宅敷地   1 件  畑 1 筆      26.00 ㎡ 

   計    2 件     2 筆    491.00 ㎡ 

受付番号１番です。 

申請人は、申請地を農園の規模拡大に伴い、長期出荷を目

的とした貯蔵施設が必要になったため、農業用施設として今

回申請するものです。 

申請人は現在、農作物の米やさつまいも、里芋等の作付け

などで農業を営んでおります。近年では、収穫量が増加傾向

となり、収穫物を保存する倉庫を確保したいと思っておりま

した。今回、市のエコビレッジ課の支援を受ける際、連携し

た新たな貯蔵施設、建設を目的としていることで、提供場所

を紹介されました。ここは、元々小さい面積の畑で機械が入

れず耕作が困難でありましたが、土地の管理や草刈り等を実

施することで合意を得ました。地主の了解をいただき、建築

するまでの流れになったわけですが、申請地が雑草地と思い

込み建設を進めてしまいました。その後、調べてみると畑地

ということが判明したため、今回是正するものです。 

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、許可基準の農業用施設、農畜産物処理

加工及び農畜産物販売施設に該当するものと考えられます。 

受付番号 2 番です。 

受付番号 2 番は、申請人は申請地を住宅敷地として転用す

るものです。現在この土地は、昭和 63 年春頃までは畑として

利用しており、旧福野町が安居工業団地への産業道路取り付

けのため、私有地の宅地や畑を分割、買収しました。その後、

地元の要望があり、山側の農地へ取水対策として、福野町地

土地改良区が、揚水施設を建設するために、さらに、畑を分

割し、売却となりました。分割売却を余儀なくされ、申請地

が残ることとなり、揚水施設の南側部分に築の可燃ゴミの集

積場と築の広報掲示板が設置され、畑を利用できない状態に

なり農地を無断で転用しておりました。今回は、その是正を

行うものです。申請人は現在、実家の家族とともに生活して

おり近く結婚することが決まったので、自己所有の住宅を建

てたいと考えているところです。将来、子供が生まれるとき

は、両親からの育児等の支援や、将来、両親が老いた時の介

護等にも協力できると思っております。また、農繁期の忙し
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

議長 

い時期などにも、近隣であることで協力体制を充実できると

思っております。 

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。 

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 140 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

賛成の方は拍手を願います。 

（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。 

次の審議に移ります。 

議案第 141 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。 

＝議案第 141 号について議案書をもとに内容説明＝ 

今回は設定が 277 件、866 筆の申請がありました。面積は、

田 1,509.100.00 ㎡ 畑 5,799.00 計 1,514.899.00 ㎡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） 

ご異議がないようですので採決をとります。議案第 141 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

賛成の方は拍手をお願いします。 
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議長 

議長 

事務局 

議長 

委員 

（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。 

次に議案第 142 号農地の地目変更登記申請の取り扱いにつ

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。

＝議案第 142 号について議案書をもとに内容説明＝ 

「耕作放棄地に係る農地法第 2 条第 1 項の農地に該当するか

否かの判断基準等について」に基づき、その土地が森林の様

相を呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整

備が著しく困難な場合は、発行するもので承認を求めます。

こちらの関係でございますが、平、上平、福野の 3 地区でご

ざいます。内訳としましては、筆数が 108 筆で、面積が田

567.00 ㎡ 畑 45,261.00 ㎡ 合計 45,828.00 ㎡です。 

このたび、富山県西部森林組合から申請があったもので、当

地区において、国、県、市より補助を受け、森林環境保全直

接支援事業に取り組み、干ばつ及び森林作業等を回折するも

のでございます。当地区は、森林地帯であるが、一部に地目

が農地となっている筆もあることから、非農地に設定し、事

業を進めたいといったものです。今回のこの場所につきまし

ては、農地パトロール及び現地調査の結果、一帯は 40 年以上

の杉が植林されており、現状の回復は困難と考えられます。 

昨年８月前から森林組合から申請され、農地パトロールに

合わせて確認をさせていただきました。その後、森林組合か

ら各所有者全員の方から承諾をいただきましたので、今回の

農業委員会に諮らせていただきました。尚、福光地域で農地

パトロールにおいて確認されました２カ所につきましては、

所有者からの承諾がいただけなかったとのことであり、出来

ましたら 5月の農業委員会には諮りたいと準備しております。

では、平地域の農業委員さんから補足説明がございました

らお願いいたします。 

昨年の８月の農地パトロールで確認させていただきまし

た。写真にも掲載されておりますように、30 ㎝以上の高低差
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委員 

議長 

委員 

議長 

委員 

議長 

議長 

議長 

議長 

がございますし、写真でみるより現地はかなりの急傾斜地で

あります。このことから、今回の農地の地目変更登記は妥当

なものだと思われます。 

続きまして、上平地域の農業委員さんから補足説明をお願

いいたします。 

補足説明は特にございません。 

事務局が説明されたとおりで、所有者の方の非農地という

ことで、了承していますので、非農地の判定をいただきたい

と思っております。 

続きまして、福野地域の委員さん補足説明等がございまし

たらよろしくお願いいたします。 

写真で確認いただいたとおり、何十年も経過している土地

でありますので、復元の余地はございません。非農地として

判定いただきたく存じます。 

何かご質問等ございませんでしょうか。 

（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 142 号

「耕作放棄地に係る農地法第 2 条第 1 項の農地に該当するか

否かの判断基準等について」意見決定について賛成の方は拍

手をお願いします。 

（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。 

議案第 143 号非農地証明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。 

＝議案第 143 号について議案書をもとに内容説明＝ 
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

農地法(S27 年 10 月 21 日)施行以前において、農地転用許可

を得ずに転用された土地の現況証明については、発行するも

ので承認を求める。 

今回の申請は、畑 300.00 ㎡です。所有者は固定資産税の

評価額地表により、大正 12年の建築がこの場所に建っている

ということが確認されております。今ほどお伝えしましたよ

うに、農地法施行以前ということですので、非農地証明を発

行しても問題はないのですが、農業委員会にお諮りし意見を

求めることになっておりますので、今回の議案として、提出

させていただきました。尚、昭和 27年 10 月 21 日以降につき

ましては、無断転用ということもございますので、法務局を

通じて紹介状を持って県が承認を行うことになっておりま

す。今回の場合は、昭和 27 年以前ということですので、本日、

農業委員による非農地証明について議案といたしました。よ

ろしくお願いいたします。 

この議案第 143 号につきまして、何かご質問等がございま

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 143 号

非農地証明について賛成の方は拍手をお願いします。 

（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、協議番号第 26 号平成 28 年度の活動の点検・

評価（案）及び平成 29年度の活動の計画（案）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。 

＝協議第 26 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

平成 21 年 1 月 23 日付け、農林水産省局長を通じ、農業委

員会の適正な事務実施において、農業委員会は、活動の点検

評価及び活動の計画を策定し、公表しなければばらないこと
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事務局 

議長 

になっております。3月末までの委員会で案を策定し、地域の

農業者からの意見募集、そして 30日間以上を行い 5月末まで

に決定しなければならないことになっております。尚、この

案件につきましては、2 月 15 日の小委員会で内容を検討いた

だいております。 

平成 28 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

（案）の 1 です。法令事務に関する点検ですが、総会等の開

催及び議事録の作製ですが、適正に実施をしているというこ

とです。続きまして 2 事務に関する点検ですが、（1）農地法

第 3 条に基づく許可事務です。１年間における処理件数は、

45 件で、一昨年前は 28 件でございました。次に (2)農地転用

に関する事務としまして、第 4 条、第 5 条でございますが、

64 件。昨年度は 40 件でございました。続きまして(3)農業生

産法人からの報告への対応につきまして、事業完了から３カ

月以内に報告することになっており、76 法人に案内し、3 月

24 日現在までに提出された 46 法人です。次に(4)情報の提供

等につきまして、今年度の賃借料件数は4,523件、昨年は2,143

件となっておりました。農地の権利移動等の状況把握につき

まして、移動件数は 959 件、昨年は、984 件でございました。

続きまして、遊休農地に関する措置として活動実績としま

して、8 月に開催させていただき、61 人の方にご協力いただ

きました。このとりまとめは、11 月にさせていただきました。

次に、認定農業者等担い手の育成及び確保としまして、実

績を報告させていただきました。続いては、担い手への農地

の利用集積です。平成 28年 3月現在としまして、管内の農地

面積が、7,719ha であり、これまでの集積面積が 5,459.5ha、

集積率が 70.72％です。次に平成 29 年度の目標及びその達成

に向けた活動計画です。現在の集計的なものがまだ見込むこ

とができておりません。報告するにあたり、平成 29 年度の農

地面積は 7,719ha と記載してございますが、あくまでも 29 年

度でございますので、この数字が変化してきます。それで、

新たなものはございませんが、今年度の遊休農地実施調査と

して、時期は、昨年同様 8月とし、調査員数も 80 名を見込ん

でおります。あとの数字的なものについては、正確な数字と

して報告をさせていただきますのでよろしくお願いいたしま

す。 

今ほど説明いただきました、協議第 26 号議案につきまして
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議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

意見を求めます。 

何かございませんか。 

意見がないようですので、次に移ります。 

報告事項に入ります。 

報告第 50 号農地法第 18 条第 6 項の賃貸借の規定による通

知書について議題とします。事務局より説明を求めます。

＝報告第 50 号についての議案書をもとに既読・説明＝

今回は、27 件の届出がありました。面積は、田のみ

32,487.00 ㎡ です。 

受付番号 1番から 17番につきましては、一度解約して新た

に利用権設定するものです。 

 受付番号 18 番につきましては、議案第 138 号農地法第 3条

受付番号 2番に関するものです。 

受付番号 19 番につきましては、議案第 138 号農地法第 3条

受付番号 4番に関するものです。 

受付番号 20 番から 23 番、26 番につきましては、一度解約

して別の方に利用権設定するものです。 

受付番号 24 番及び 27 番につきましては、市へ売買された

ことによるものです。 

受付番号 25 番につきましては、耕作変更や自作することに

なったものです。 

これらについて、何かご質問、ご意見などございますか。 

 続いてその他にうつります。 

 次にその他にはいります。事務局から説明いたします。 

 （事務局より説明） 

その他に何かございますか。 
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議長 ないようでしたら、議案報告事項はすべて終わりましたの

で、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 5月 1日(月) 午後 2時 

 以上で、南砺市農業委員会第 33回総会を閉会いたします。

（閉会時刻 午後 3時 20 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


