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南砺市農業委員会第 13回総会会議録

1.招集日時  平成 30年    7月   5 日

2.開会時刻  平成 30年     8 月   1  日 午後 2時 00分

3.閉会時刻  平成 30年   8 月   1 日 午後 3時 40 分

4.場  所  城端庁舎 ３階 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 衛 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

7.議事日程
第 1 議事録署名委員の指名
第 2 議案第 55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 56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

議案第 57号 農地法第 5条の許可に対する事業計画変更承認の
申請について

議案第 58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
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議案第 59号 農用地利用集積計画（案）の決定について

第 3 報告事項

報告第 24号 農地法第 18条第 6項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 前田 憲一、副主幹 山田由紀子

9.会議の概要

事務局長

会長 

議長 

事務局 

定刻となりましたので、只今から、第 13回南砺市農業委員

会 8 月の総会を開催いたします。本日の欠席委員は 1 名で 20

名中、出席委員 19 名は、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、前川会長より

挨拶方お願いします。 

今日は、大変暑い中、ご出席いただきまして誠にありがと

うございます。異常気象でありますこの夏は、長い間続いて

いることで、稲や作物に対していい気候ではないと思われま

す。今後、米の品質に影響がなければといいなと思い、心配

しているところではありますが、皆様方にとりまして暑い中、

お気をつけてお過ごしいただきたいと思います。 

それでは、只今より、農業委員会総会を開催いたします。 

議事に入る前にまず、議事録署名人をご指名いたします。7

番の委員さん、8番の委員さんの 2名の方よろしくお願いいた

します。 

議案第 55 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 55 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は 5 件の申請がありました。面積は 田のみ
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事務局 23,840.00 ㎡ 畑 5,456.59 ㎡ 計 29,296.59 ㎡です。 

受付番号 1番です。 

受付番号 1 番につきまして、申請人は、息子との農業者年

金後継者移譲年金の受給に関し、申請地を今回、期間満了に

伴う再設定を行うものであります。 

受付番号 2番です。 

受付番号 2 番につきましても、受付番号 1 番の案件同様、

農業者年金後継者移譲年金の受給に関し、申請地を今回、期

間満了に伴う再設定を行うものです。 

受付番号 3番です。 

受付番号 3 番につきましては、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

を申請地近隣に農地を所有し、農業経営拡大に意欲のある方

に譲り渡すものです。 

受付番号 4番です。 

受付番号 4番につきましては、譲り渡し人は、2年前に夫が

亡くなり農地を所有しましたが、農地の維持、管理が困難と

なり一般社団法人に委託しているところです。最近、身体の

都合が悪くなったことで、農地の管理等のことなど考える不

安となり、地域の方に相談してみることにしました。その結

果、申請地付近に農地所有で、農業経営拡大の意欲のある方

に譲り渡すものです。 

受付番号 5番です。 

受付番号 5 番につきましては、譲り渡し人は高齢であるこ

とで耕作する事が困難となり、現在は、農事組合法人に預け

ているところです。近年、農事組合法人が設立されたことで、

自身で耕作する意欲も薄れてしまい、徐々に足腰が弱く都合

が悪く感じるようになりました。このまま、法人との間で賃

貸契約を行えるのはあと何年になるかなどいろいろ考えるよ

うになりました。法人へ預けることが現実化となり、このま

までは自身が農地を所有するという本来の姿からかけ離れて

しまうことになりますので、自身の所有農地一筆を実弟の譲

り受け人に贈与することにしました。 

本来、地域において法人格をもつという組織がある場合、

個人での農地売買は成立しないところであり、今回のように、

申請いただいても、許可に至らないと思われます。しかし、

ご本人からの意向は委員の皆様方にお諮りいただきたいとの

ことでした。委員の皆様方におかれましては、是非をいただ
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事務局 

議長 

地区委員

議長 

委員 

地区委員

委員 

委員 

きたいと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。 

ありがとうございました。 

今回、受付番号 5 番に関しまして、ご協議いただきたいと

のことですので、まずは、担当の農業委員さんにご意見を伺

います。委員さんお願いします。 

石黒、南蟹谷地区担当の委員です。この件ですが、法人格

をもっている地区においては、個人で売買はできないという

法律があるようです。はっきりと理解できていない状況です

が、贈与するとか、売買するとなると、法人が大いに絡んで

くると思います。本人同士は了解のうえで申請をされている

わけですが、法人格があるところにおいては、基本、法人が

購入してくださいということになっており、個人では購入で

きませんよということになっているようです。今後、このよ

うな事案は沢山でてくる話だと思います。跡継ぎがいないか

ら売りたいということを皆さん考えておられます。法人格が

買わないといけないということがネックになってきます。 

この地域においては、今後ますます拡大化していくような

話にもなってきていますので、大きな課題だと思いますので、

委員の方々でご協議願いたいところです。決して遊休農地に

はしないよう守っていくべきですので、利用権設定など利用

して耕作していくことを考えております。皆様方よろしくお

願いいたします。 

ありがとうございました。 

この申請者は引き続き、法人格で利用権設定されるのです

か。 

はい、引き続きその予定です。 

わかりました。 

現在の利用権設定の方との解除をしたうえで、売買して新

しい方との利用権設定することが、事務手続き上の正しいの

ではないかと思いますが。 
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地区委員

委員 

委員 

事務局長

委員 

事務局長

この地区の法人は法人格をもっておられますので、できな

いようです。 

法人格はそうですが、法人の持ちものではなく、個人のも

のですので、現在の方と解除し、新しい方と利用権設定すれ

ばいい話ではないのでしょうか。 

売買して所有権移転して問題ないと思いますが、何が今、

問題なのでしょうか。 

少しだけお話いたします。 

農地法の基本的な考え方として、耕作者主義です。耕作者

が所有権をもってください、耕作者が賃貸借権をもってくだ

さいという戦前からの小作農のところで地主が肥大化した際

の農地改革の主旨から昭和 27年からできて、作る人が農地を

もちなさいということで今日まできているので、今回のこの

方が所有されると耕作されるのではなくて、あくまで営農組

織が耕作するということになっています。任意の組織であれ

ば所有権がもてないので、個人の集団ということで、個人の

方への所有権移転をされても仕方のないことだと判断いたし

ます。ただ、法人ですと人格をもっているので所有権移転を

受ける資格がございますので、個人での売買は受理できない

と思われます。ひとつ考えられてきたのは、相続であれば、

特に何も農業していなくても所有できます、ということにな

りますが、どうしても耕作してほしいということですので、

とりあえず 1 作してもらうということにします。受ける方が

すぐに利用権設定するのは、ルール違反になりますというこ

とです。基本は、耕作する方が農地を所有してくださいとい

うことですが、お気持ちは充分理解しております。今後の波

及も鑑みて、農業会議に相談したところ、基本的に１作とい

う形をとってもらうしかないかということでした。今後の為

に皆様方にご協議いただく場面になったということでした。 

法人になっている場合は全てそのようなことになります

か。 

そうですね。 

個人になっているものは、法人へ所有権移転ということに
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事務局長

委員 

担当委員

委員 

委員 

委員 

事務局長

委員 

事務局長

委員 

委員 

なります。 

かなり法人化しているところが多く、このような問題が沢

山でてくるかと思いますが。 

今後、離農される方が多くなってきて、売買したいという

ことになると、法人格がそれを買うということになると、法

人格事態が資金源を確保しないと買えないのが現実です。そ

の農地は中に浮いてしまうことになってくるのではないので

しょうか。県からも、営農組織の合併化も勧めておられます

し、法人格においても推進を図っておられます。中間管理機

構も利用しなさいという話もありますから、どうすればいい

のかというところで困惑している状態です。農業委員会とし

てどのような判断をすればよろしいかが問われております。 

法律的には買えないということですが、農業委員会として

問題ないとすれば、承認するということになりますか。 

法律的に例外として扱うしかないかと思われます。 

農業委員会で提案、協議した結果、例外として認めてもよ

ろしいのではないということです。 

方法的なものであれば該当します。ただ、今のやり方です

と、問題ですので、考えなくてはなりません。 

農業委員会で、賛成、可能として認めてもですか。 

今の形ですと、１年だけでもつくってくださいよというこ

とになります。 

実際は法人がしますが、買った個人が１作だけすればいい

とうことでしょ。法人格をもてる、もてないとか協議してき

た中で、このような話はまだまだでてくることになりますね。

今、例外として認めてしまうと、同じようにでてくるので

困った。 
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事務局長

委員 

事務局長

地区委員

事務局長

委員 

事務局長

委員 

事務局長

委員 

事務局長

地区委員

ひとつ認めることになると、南砺市農業委員会は何を協議

しているのだということになります 

生前贈与ということを議案書にかいてあるのですが、相続

人ではないのか。 

相続人なら問題ないのではないか。 

気持ちとして、徐々に身体が弱ってきているものだから、

今後のことを整理整頓したいという気持ちが強くなっていく

ようです。 

ちゃんと自身が理解出来ているときにということらしく、

従来ですと９割ほど相続で手続きしているところです。 

法人格なので買いなさい、任意の営農組合しかないので買

えなくても仕方がないということですが、その線引きが納得

いきません。何か縛りでもあるのでしょうか。 

法律的に決定されている話です。 

ここの議案書に掲載されるということは、法律的にクリア

したものが掲載されているものだと認識しておりましたがい

かがですか。 

申請されることは、許可、若しくは不許可にするかが問わ

れるところで、事務局サイドで判断している訳ではございま

せん。 

事務局で判断できず、法律でクリアしたものが議案書に掲

載されるものだと思っておりました。 

今回のような微妙な案件につきましては、協議いただきた

いということで掲載してございます。 

ありのままということでしょうか。 

そのとおりです。 

今回の案件は、皆様に特にご協議いただきたく、判断して
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地区委員

事務局 

職務代理

事務局長

いただきたいものですのでお願いいたします。 

今回、お預かりしましたのは、基本、承認される案件では

決してないとお伝えしたところ、委員の皆さんに協議いただ

きたい旨の連絡がありました。 

法的にブラックに近い話になるようですが、農業委員会で

承認しましょうということになれば、法務局では、農業委員

会の承認があれば、受付しておらえるものでしょうか。 

窓口でおかしいということになれば、どのように説明する

かですね。大変苦しい状態になるわけですね。先程説明があ

りましたように、その両者の言い分もわかるので、１作のみ

しましょう。利用権を１年間だけやらずに個人の主旨で行う

ということですね。表向きにそのようなことで、この農業委

員会は乗り切ってきたと言うことならば、そのような指導法

として進めていかなきゃならないように思えます。今、ここ

で承認してしまうと、後々、トラブルの基になるので怖いで

す。今までの経緯を踏まえたうえで、代書人やまた関係者に

は念を押すようにしないといけないのではないでしょうか。

実質はどうなのかわかりませんが、１作だけ経営しましたと。

これは、申請や報告をしなくてもいいのですが、本人自身が

耕作しましたというだけ、念頭においてもらわないと。両者

の気持ちがなくなるまで、お待ちくださいとは言えないので、

今回受付けられたということだと思いますが。 

今の話は、そのようなことで落ち着くと思っておりますが、

既に 10 年前からあった話であり、その 10 年前ならあった話

として受け止められますが、その１作する話がだんだんと話

だけで終わるといったケースが増えてきて、現実問題では、

実際されない場合の比率が多くなり、営農組合も法人にもな

って、コンバインもトラクターもないしで難しくなり、本音

と建前となって、建前が優先され、現実になってきていると

いうことでお示ししたいということで、この条件をクリアし

て認めようとするには、耕作していただくことを理解してい

ただかないと、根本的な解決にならないということです。今

後やはり、気持ちとしては、営農組合や法人になったときは、

恐らく地代は安くなってきておりますから、地域の中でやっ

ていく営農組合が農地取得するということを理解していただ
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事務局長

委員 

事務局長

委員 

事務局長

事務局長

委員 

事務局長

事務局 

かないと無理だということです。これに並行して土地改良法

なんかは、徐々に耕作者の方に負荷しようという考え方に法

律が変わってきておりますので、そのような認識をもってい

ただきたいです。 

例えば、法人側で農地を取得してほしいと依頼した際に、

法人側ができず、従来どおり利用権設定をお願いしたいとい

った場合は、このケースは問題ないのでしょうか。 

個人が取得する際は、耕作することが要件となりますので、

その要件が満たせば問題はないのですが、 

法人が土地を取得する体力がなく、必ずしも法人に取得し

てほしいとお願いできない場合もあるのではないでしょう

か。 

法人が取得する体力がなくなったら、個人はそれ以上ない

と思いますが。 

個人での売買の本来の目的は、財産目的の方が大半です。 

農業委員会は、財産目的での取得というのは、考えており

ません。 

個人と取得する方々は、個人なのか、法人なのかで、法人

が必ずしも取得しなければいけないのか否かが問題です。 

体力がない法人をいじめる気持ちはないのですが、受ける

方が法人であるが、個人であろうが、農業をする目的で所有

権や賃借権を取得されるということであれば何の問題はない

です。そこで話がずれてくることがあるから、財産目的で取

得という話になってくるのでそれがおかしいということにな

ります。 

基本的に農業委員会に許可を受けなくても、個人の地面を

渡す方法というのがありまして、遺言状を用いて残しておい

ていただければ渡せるのですが、どうしても待てないから、

今回のような事態の話になってきます。本当は、そこに至る

までお待ちいただけたら、何の問題もなく許可できると思い
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事務局 

委員 

事務局 

職務代理

事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

ます。遺贈という形、遺言状に残していただくことが一番な

のです。 

この方にご家族はいらっしゃいますか。 

息子さんが市外、県外においでます。 

40 ㎡の田なので本家に返したい、返却したいという思いで

あり、たとえ、近くに息子さんに渡したとしても、農業機械

も何もない、元来から営農組合に預けているということで、

自分が元気であるうちに息子に迷惑かけないようにと思い今

回の申請に至ったものです。 

このような事例は、南砺市だけではなく全国的にもあるケ

ースだと思っております。県の農業会議の方へ正式に、全国

の意見がいえる場所で、この苦しい状況をお伝えした方がよ

ろしいのではないでしょうか。体力のない集落の営農組合な

ど、大変現場は苦しいんだということで、何か知恵をだして

よい方向性を見いだしてもらえないかと相談してみてほしい

です。 

今回のこの案件につきましても、県の農業会議に相談、確

認したところ、やはり、遺言まで待つか、若しくは最悪、１

作（１年）だけでも受取人が自作する形にしなさいといわれ

ております。建前だけになってしまうので、農業共済細目書

情報から確認をとっております。 

県の農業会議は、１年だけでも自作されれば、問題ないで

あろうということでした。 

では、このあたりで一度議案書の第 55号の受付番号 4番ま

で分の採決を確認したいと思います。 

受付番号 1番から 4番まで賛成の方、挙手願います。 

（全員挙手） 

ありがとうございました。 

5番につきましては、先程からの意見が沢山ございましたの
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議長 

議員 

事務局 

委員 

議長 

議長 

委員 

事務局長

委員 

事務局長

が、ここで採決いたします。 

議案番号第 55 号受付番号 5番につきまして、大変無理なよ

うなものを協議していただいており、そのあたり考えながら、

賛成の方、挙手をお願いします。 

（条件つき（1作のみ耕作と遺言状をつけた場合）で挙手）

遺言書はお亡くなりになられた時、亡くなられたあとのこ

とにしか有効ではありません。 

この案件につきまして、取り下げたらどうでしょうか。 

もう一つは 1 作のみ自作するといった判断でどうでしょう

か。 

先程からの採決した結果、賛成の方はいらっしゃらないの

で、5番に関して否決になります。承認されるには、条件があ

りますので、事務局としてよく理解し、把握しておいてくだ

さい。よって、以上議案番号第 55号受付番号 5番は否決とい

たします。 

よろしいでしょうか。 

ここで確認ですが、自作の証とするのは、どういったもの

で証明するのでしょうか。 

米の出荷状況、書類としては転作野帳、水稲共済の細目書

の品種名等欄に米の作物が記載してあることです。 

その際の法人の名前が記載してあればだめですが、個人の

名義であれば問題ないですか。 

また、農業機械について、自身が法人から機械を借用して

経営するなどといったことが証明されればいいですし、農協

の方で、米の出荷伝票名義が本人のものであるか否かです。 

それらのことが 1 作証明できれば問題なく。許可できると

いうことですね。 
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委員 

職務代理

議長 

議長 

議長 

事務局 

事務局 

地力増進作物みたいようなものを作付けし、田を管理して

いるというのであればいいのではないでしょうか。 

最低限、本人に認識してもらうようにしなくてはなりませ

んね。 

この案件につきまして、以上になります。 

それでは、次の議題にうつります。 

議案第 56 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。 

＝第 56 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 畑のみ 1,520.00

㎡です。 

太陽光発電設備 1 件  田  1 筆 1,520.00 ㎡

       計              1 筆 1,520.00 ㎡ 

受付番号 1番です。 

申請人は、申請地 畑を太陽光発電設備に転用するもので

す。 

申請人は、食料品、日曜雑貨品の販売及び仕出し料理及び

加工食品の製造等を営んでおりますが、農地を所有している

ことで、土地を維持、管理する税金などの費用の負担を重く

感じておりました。そこで今般、再生エネルギー特別措置法

を利用し、太陽光パネルを設置し有効活用していきたいと考

えております。今回、設置にあたり、パネルが 4段で 44 列の

ものを 2設置し、発電量 100ｋｗ程を見込み、二酸化炭素、年

間量を 132 千㎏ 原油価格 23千ｋｗを環境負荷の低減やエネ

ルギーの自給率に貢献したいと考えております。電気代の節

約と売電収入によって、太陽光発電の設備費用は約 10 年程で

回収されるようです。 

農地区分は 3 種農地と判断され、転用許可基準の原則許可

に該当するものと考えられます。 
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議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

ありがとうございました。 

こ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。 

 （意義なし） 

ご異議がないようですので採決をとります。議案第 56 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、賛成

の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

全員挙手により、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 57号農地法第 5条第 1項の許可に対する

事業計画変更の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 57 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。 

昭和 60 年 5 月 7 日に、譲り渡し人は、申請地を譲り受け人

に工場敷地として転用許可が承認されておりました。このと

きの転用目的が譲り受け人の事業において、工場敷地となっ

ておりましたが、現在、この申請地は田のままであり、今後、

実施されるという見込みがないことを確認いたしました。今

回の譲り受け人に所有権移転をし、転用目的も資材置場とい

うことで、以前の許可どおりの事業目的が遂行されないまま

ですので、事業計画変更の手続きが必要となったわけです。 

このことは、農地法第 5 条の第 1 項の規定により、許可後

の計画変更申請が提出されましたので、市の農業委員会で諮

り承認を得なくてはなりません。委員の皆様方におかれまし

ては、このことを踏まえて、ご承認いただきますようよろし

くお願い申し上げます。 

ありがとうございました。 

この案件につきまして、何かご意見、ご質問等ありました
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議長 

委員 

事務局 

委員 

事務局 

委員 

事務局 

委員 

事務局 

委員 

らお願いいたします。 

 変更前と変更後の面積が違うようです。 

 当初の面積より現在 600 ㎡余り違っておりますが、その面

積は地元の営農組合さんが借用されており、トラクターを収

納する格納庫等が存在し、そのまま継続的に使用する形式に

なります。 

 それは、所有権移転ではないのでしょうか。 

 賃貸契約のもとで行われております。 

 契約者は、譲り受け人であります（株）ピラニア・ツール

の代表取締役であり、自社にこの申請地を購入するというこ

とです。 

 営農組合が借用している土地は、申請地に面している農地

です。 

その土地は、今までどのように使用されていましたか。 

従来は、そのままの田を田としても利用されていなかった

と思われます。現地確認してきましたが、そのように見受け

られます。営農組合が利用している 600 ㎡余りは、盛土され、

格納庫といえるものが 3 棟ほどで農業機械が 5､6 台停まって

おり、農道を整備するための採石なども山積みされておりま

した。 

その分はこの議案書に掲載しなくてもいいのでしょうか。 

その分に関しましては、分筆しておりましたので、今回の

議案書に掲載しておりませんでした。 

転用目的だけ意識していましたので、残りの土地部分の掲

載について省いたことになりました。申請者の方には、追加

申請していただくようお願いしてみます。 

事業計画変更の一覧表から、面積が違うだけに転用目的を

変更するにしても、合致しようがないので認められないと思

います。 
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議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

事務局 

数字が違うということですので、この案件については一度

取り下げていただいて、再度、申請し直しということでよろ

しいでしょうか。挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

その他何かございますか。 

議案第 57 号農地法第 5条の許可に対する事業計画変更の承

認については、一度取り下げていただくことにいたします。 

続きまして、次の議題へ進みます。 

次に議案第 58 号農地法第 5条第 1項の規定による許可申請

承認についてです。 

＝議案第 58 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は 5 件の申請がありました。面積は 田 3,082.00 ㎡

畑 342.00 ㎡ 計 3,424.00 ㎡です。 

事務所敷地 1件  畑  1 筆    31.00 ㎡ 

分家住宅  1 件  田   1 筆    220.00 ㎡ 

宅  地  1 件  畑  2 筆    147.00 ㎡ 

山  林  1 件  畑  2 筆    164.00 ㎡  

資材置場  1 件  田  1 筆     2,862.00 ㎡

     計             7 筆    3,424.00 ㎡ 

受付番号 1番です。 

申請人は、譲り渡し人の共有農地を事務所敷地として転用

するものです。申請人は現在、会計事務所を建物の２階部分

を賃貸契約にて開業しておりますが、日頃から個人情報の書

類が多種多様化している中で、書類がまとまらなくなり、手

狭で作業しづらいなと強く思うようになり、自己所有の事務

所を構えたいと思っておりました。また、従業員の雇用も考

えておりましたが、来客用駐車スペースもないことでも不便

さを感じていました。今回、契約更新の時期を迎えたことで

事務所を建築したいと強い思いとなり、事務所兼駐車スペー
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事務局 

事務局 

スを設置する計画で申請したものです。申請地の隣接部分は、

市所有地であり、今回の申請地と併せて事務所用敷地として

活用する予定です。 

農地区分は、市街化傾向区域都市計画法上の用途地域：準

住居地域の 3 種農地と判断され、原則許可に該当するものと

考えられます。 

次に受付番号 2番です。 

申請人は譲り渡し人申請地を分家住宅敷地として転用する

ものです。申請人は今年結婚し、新居となる住居場所を探し

ておりました。仕事の両立や子供ができた時の事も考え、親

の協力があっての近距離に住居を構えたいとも思い、家族に

相談したところ、今回の申請地を勧められまして、今後は、

農業も手伝うことで、互いの家族が安心して生活出来ること

も考えたうえで、この場所に新築することに決めました。 

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。 

続きまして受付番号 3番です。 

申請人は、譲り渡し人 申請地を宅地として転用するもの

です。この申請地は、以前、自宅がありましたが、雪崩に見

舞われ、倒壊してしまったところです。この災害をきっかけ

に昭和 29 年に木造住宅を建築し、その後、平成 7年に老朽化

した家を新築いたしました。現在は、仕事の都合で東京に住

居を構えておりますが、自身が高齢となった現在、残してき

た住宅のことなどいろいろと思い出し、農地法のことも理解

せず、無許可で建ててしまい、改めて始末書をもって手続き

をしたいと思っております。年に一度や２度は帰省しますが、

今後は東京との行き来が困難になることでもあり、空き家な

どにならぬようにと、親戚である申請人にこの宅地を維持、

管理しながら住宅として利用していただく予定であります。 

農地区分は住宅用地が連たんし、10ha 未満の土地に近接し

ているとして 2 種農地と判断され、転用許可基準の代替可能

性勘案の必要なしで、集落接続に該当するものと考えられま

す。 

続きまして受付番号 4番です。 

こちらの案件の申請人及び譲り渡し人は、先程から説明し

ております受付番号 3 番の方と同一人物の方で、申請地を山

林として転用するものです。受付番号 3 番では、以前のよう
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事務局 

議長 

な雪崩がおきないように、住宅の建築をしてしまいましたが、

今回は、その住宅の後方に杉（雪持ち林）を植林いたしまし

た。この地に帰省するたび、杉のことが気になり今回、改め

て本来の手続きをすべきと思い、是正を図りたいと考えてお

ります。親戚である申請人は、申請地近隣の家族所有農地が

存在していることでもあり、維持、管理しやすいと考え受け

たものであります。 

農地区分は住宅用地が連たんし、10ha 未満の土地に近接し

ているとして 2 種農地と判断され、転用許可基準の代替可能

性勘案の必要がなく、集落接続に該当するものと考えられま

す。 

続きまして受付番号 5番です。 

こちらの案件は、先程、事業計画変更申請を説明いたしま

した案件に関しており、事業計画変更後のものと同様になり

ます。 

譲り受け人は、譲り渡し人申請地を資材置場として転用す

るものです。 

譲り渡し人は、以前南砺市で包丁の刃の部分を製造してお

りました。東京でこの会社を興し、現在は、息子である譲り

受け人が刃物の卸、販売を行い、その製品は、南砺市内の協

力会社で製造されております。協力会社の木工所で、木材の

乾燥、保管、柄の部分の製造に至るまでの業務をおこなって

おります。また、刃物につきましても、南砺市内の業者が製

造し完成品として譲り受け人に納品しているところです。刃

物の柄の部分を製造するにあたり、木の乾燥時間というのは、

原木は１年余り時間をかけて自然乾燥が必要となります。従

来は、木工所の近隣地を借用し、乾燥作業をしておりました

が、所有者から土地の返却を求められたこと、また、受注量

が増加してきたため、新たな広い土地を探すことにしました。

思いのほかなかなか適地がみつからず、譲り受け人に相談し

たところ、協力会社の手助けを行いたいとの思いから、親で

ある譲り渡し人の土地を活用したいとのことで、今回の申請

に至ったものです。 

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。 

ありがとうございました。 
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議長 

委員 

事務局 

委員 

事務局 

委員 

事務局 

議長 

事務局 

事務局長

こ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。 

 （意義なし） 

受付番号 5 番の転用目的が、工場敷地として承認されたも

のだから、農地ではなくなったものを農地としてみなして、

資材置場として転用するということでしょうか。 

工場敷地として転用されたあと、手を着けず、そのままの

地目が農地のままであります。 

承認されながらも、農業委員会への申請と手続きはそのま

まずっとこの状態でした。その敷地を工場敷地とはならずに

現状維持の田のままでした。 

登記は農地で現況としては、作付けはない田のままであり

耕作放棄地みたいな状態で現在に至っております。 

それを工場敷地として承認されたこともわからず、再度、

農地とみなして、申請してきたということです。 

農地とみなして転用申請されたということです。工場敷地

として承認されていたけど、今回、別の目的で使用されたい

ということで、先程の事業計画変更の申請を提出されたとい

うことでした。 

先程の事業計画変更が再度提出いただくと決定しているの

で、ここで、受付番号 5 番を承認することはできないのでは

ないか。 

5番に関しては、承認できないことになります。 

申請された時点で、県の担当者には、事業計画変更と 5 条

申請は同時にということで確認をとっております。 

問題はないのかもしれませんが、5条申請は提出する必要は

ないのではないか。 
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事務局 

委員 

事務局 

委員 

事務局長

委員 

事務局長

議長 

この 5 番の案件も取り下げになりますので、再度、県の担

当者のお聞きして手続きをしたいと思っております。 

受付番号 5番に関して、現在は工場敷地になっていますか。

それとも田のままでしょうか。 

登記は田、現況は田に近い状態です。 

計画変更の提出がおかしいのではないか。 

計画変更は、譲り渡し人も申請者も同じ方で、事業の内容

が変更になる、面積の一部や目的がかわるとかいう場合に該

当するものだと思っていました。譲り受け人が変わってくる

もので不自然に思っていました。現実問題として当時、昭和

60 年の転用許可をうけました。工場敷地にするためには、法

務局へ行き手続きしなければ所有権変更はできません。自分

のものに手続き後、何かしらの事情で目的が果たせなかった

ということです。このようなことになる事情も理解できます

のでいたしかたないかなとも思っております。 

法務局へは 2 段階あります。まず、所有権を変えることに

なるので、それは田のままですし、地目を変更するために工

場敷地になっていれば、法務局も変更するでしょうし、現時

点でなっていないのは、その当時に放置した結果からでしょ

う。例えば、今回のように工場敷地と記載してあるのに雑種

地の土盛りだけしかしてなかったとすれば、農業委員会が聞

き取りを行い、話が相違するので説明を求めることになりま

す。今回はそのケースではございませんがいろいろとケース

はございます。 

工場敷地を貸していると聞いていますが。 

地目も変更してもらい、賃借権であればいつでも手続きで

きますので、話をしてみます。 

それでは、議案第 57号農地法第 5条の許可に対する事業計

画変更の承認については、再度提出し直しということになり

ましたので、議案第 58号農地法第 5条第 1項の規定による許

可申請についても取り下げをしていただきます。そして、受
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議長 

議長 

議長 

事務局 

付番号 1 番から 4 番につきましては、皆様のご承認を得たい

と思います。承認の方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

賛成多数でございます。 

よって議案第 58 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、受付番号 1 番から 4 番までを承認すること

といたします。 

続きまして議案第 59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もとめ

ます。 

＝議案第 59 号について議案書をもとに内容説明＝ 

今回は設定が 14 件、16 筆の申請がありました。

面積は、田のみ 30,111.00 ㎡ 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

中間管理機構の推進に関する法律、第 18条第 4項の要件を満

たしているものと考えられます。 

詳細を説明しますと、受付番号 1 番につきましては、従前

は個人の方に預けておりましたが、その請負者の農業規模縮

少に伴いまして、別の個人の方と利用権設定するものです。

受付番号 2 番につきましては、法人に預けておりましたが、

今回正式に設定されるものです。受付番号 3 番につきまして

は、６筆の農地を自作されておりましたが、いずれも認定農

業者に預ける予定となりました。その内の 2 筆につきまして

は、農地の集約のために耕作者変更を行ったものです。受付

番号 7 番につきましては、同じく農地集約のために耕作者変

更をいたしました。いずれの案件も、設定の時期ｇは 8 月と

なっておりますが、実際は春から耕作は行われており、届出

が遅れてしまった状況です。この流動化の状況は資料にまと

めてございます。 

農地流動化面積 新規設定 4 筆 面積 0.68ha 再設定 3

筆 0.87ha 合計 7 筆 1.55ha 新規転貸 8 筆 1.25ha

再転貸 1 筆 0.21ha 計 9 筆 1.46ha。合計 16 筆

3.01ha です。後ほど解約の報告があると思いますが、第 18 条
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第 6 項の解約 15 筆 1.15ha で差し引き合計 1 筆 面積が

1.86ha 増でございます。農地流動化状況として面積が約先月

と比較して 1.01ha の増でありました。49.33％となっており

ます。次に区域別流動化面積詳細ですが、新規設定 城端地

区で 1 筆 899 ㎡ 福野地区 新規設定 3 筆 5,892 ㎡

再設定 3筆 8,730 ㎡ 転貸 9筆 14,590 ㎡ 新規設定合

計 4 筆 6,791 ㎡ 再設定 3 筆 8,730 ㎡ 転貸 9 筆

14,590 ㎡ 新規設定・再設定合計 15,521 ㎡  転貸合計

14,590 ㎡ 合計 30,111 ㎡となっております。 

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

法人ファーム野尻古村で 6 筆 1.5ha 小椙博史さんで 8 筆

1.3ha 大窪利正さん 1 筆 0.2ha、長尾直次さん 1 筆

0.1ha で以下、順番に掲載してございます。 

ありがとうございました。 

以上の案件につきまして、何かご意見ご質問等ございませ

んでしょうか。 

 何かご意見ございますか。いかがでしょうか。 

この案件につきまして、何もないようですので採決をとり

ます。議案第 59 号農用地利用計画（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します。 

（全員挙手） 

 全員挙手により、本件は原案どおり承認されたものといた

します。 

 これで本日の協議事項は全て終わりましたが、何か他にご

ざいますか。 

次は報告事項であります。 

報告の第 24 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 24 号農地法第 18 条第 6 項の賃貸借の規定による
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通知書について既読・説明＝ 

今回は 15 件の届出がありました。面積は、田のみ 11,516.72

㎡ です。 

受付番号 1 番から 3 番につきましては、県へ売買したこと

によるものです。 

受付番号 4 番につきましては、自家菜園をするためによる

ものです。 

受付番号 5 番及び 6 番につきましては、個人農家へ利用権

設定するものです。 

受付番号 7 番につきましては、今後は、梅本農産へ利用権

設定する予定となっております。 

 受付番号 8 番及び 9 番につきましては、今後は、ファーム

野尻古村へ利用権設定する予定です。 

 受付番号 10 番から 15番につきましては、議案番号第 55 号

受付番号 5番に関するものです。 

ありがとうございました。 

以上の報告案件につきまして、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） 

ないようですので、報告事項はこれで終わります。続いて

その他にうつります。 

その他について事務局からお願いいたします。 

 ＝その他について説明＝ 

 （7月豪雨災害義援金について説明） 

 ありがとうございました。 

他にご意見等ございますか。 

 全体を通して何かご意見等ございませんか。 
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 今、気がつきましたが、報告第 24 号の農地法第 18 条第 6

項の報告で、議案番号第 55号受付番号 5番に関係しているも

のの解約は、取消ししなければならないのではないでしょう

か 

 今、ご質問がありましたとおり、報告第 24 号受付番号 10

番から 15 番に関しまして、議案番号第 55 号受付番号 5 番が

承認されませんでしたので、取消させていただくことなりま

す。 

 よろしいでしょうか。 

 その他にご質問等ございませんか。 

 議案番号第 55 号受付番号 5番の件につきまして、最終確認

ですが、申請者として、１年間は個人的に耕作され、１年後

に申請してもらう方向でよろしいでしょうか。 

 先程は、解約を取り消しするとお伝えしましたが、訂正さ

せていただきます。今回の報告事項にあげないものとします。

 今年は法人に預けておりますし、途中で変更はできません

ので、来年 1作してもらい、再来年申請するということです。

 ありがとうございました。 

一度提案されたものを否決して、それに関連するものが提

出されましたので、今回、委員の皆様方に大変ご迷惑をおか

けしました。事務局もこのような案件につきまして混乱が生

じておるような状態でございます。場所を改めまして、明確

に処理が出来ると思いますので、ご了承の程よろしくお願い

もうし上げます。 

もう一度お聞きします。 

18 条の解約で 14 番と 15 番も解約しなくてならなかった理

由は何ですか。 

農地を取得する方は、農地所有で自作している面積が 50ａ

以上自作していないと取得出来ないことになっております。

そのために、50a にするように他の農地も解約しようとしたわ
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けですが、これは、今回、リセットする形になり戻すことに

なりました。 

今回の申請地の解約は、12 番及び 13番ですが、譲り渡し人

が自作で 50a 要件を満たしていなかったので、法人との利用

権設定をしている農地の中で、自作面積が 50a 要件を満たす

ように解約し、今回の売買に望んだということになります。 

よって議案番号 55 号受付番号 5番の売買につきましては、

取消とし、従来どおり法人と利用権設定を継続して行ってい

ただくことになります。 

先程から 1 作を耕作するというお話ですが、その 1 作をき

ちんと行うということのためには、解約をして耕作するとい

うことで問題ないと思いますが、なぜ、なかったことにする

のか教えてください。 

手続きとしましては、この 1 作は来年作になります。耕作

してからではなく、次回の農業委員会に提出されましたら、

当然承認ということになると思いますが、まずは本人さんに

状況を説明したうえで、一度仕切り直しておかないと、中途

半端なことになりかねますので、18 条の関連のものも戻すと

いうことになります。 

よろしいでしょうか。 

これをもちまして、第 13回農業委員会総会を閉会いたしま

す。 

○次回の農業委員会 平成 30年 9月 4日（火）午後 2時 

 （閉会時刻 午後 3時 40 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


