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南砺市農業委員会第 14 回総会会議録

1.招集日時  平成 30 年    8 月   2 日

2.開会時刻  平成 30 年     9 月   4  日 午後 2 時 00 分

3.閉会時刻  平成 30 年   9 月   4 日 午後 3 時 20 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  20 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 出 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 60 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 61 号 農地法第 4 条の第 1 項の規定による許可申請承

認について

議案第 62号 農地法第 4条の許可に対する事業計画変更申請の

承認について

議案第 63号 農地法第 5条の第 1項の規定による許可申請承認
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について

議案第 64 号 農地法第 5 条の許可に対する事業計画変更申請

の承認について

議案第 65 号 農用地利用集積計画（案）の決定について

議案第 66 号 非農地証明について

 第 3 協議事項

    協議第 8 号

    農業振興地域整備計画の農用地区域からの除外について

第 4 報告事項

報告第 25 号 農業振興地域整備計画の軽微な変更について 

報告第 26 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 

定刻となりましたので、只今から、第 14回南砺市農業委員

会 9 月の総会を開催いたします。本日は２０名全員出席であ

ります。尚、今回の委員会には、傍聴人がおられますので、

ご承知願います。会議に先立ちまして、最初に前川会長より

挨拶方お願いします。 

農作業の大変お忙しい中、そしてまた、強い台風に見舞わ

れまして今日は何かと落ち着かない気ぜわしい日になりまし

た。そのような中、全員の方にご出席いただきまして感謝申

し上げます。台風については、今夜がピークだと言われてお

りますが、あまり被害のないように願いたいものです。本日

の委員会での案件ですが、少々難そうなものがございますが、

皆様には慎重にご審議いただきますようお願い申し上げま
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会長 

議長 

事務局 

議長 

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。9

番の委員さん、10 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 60 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 60 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 田 3,444.00 ㎡

畑 982.00 ㎡ 計 4,426.00 ㎡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、自宅周辺の農

業経営を行っておりますが、申請地につきまして自身の所有

地の中で距離間や地形などが耕作場所として特に不便さを感

じておりました。そこで、申請地周辺で農地を所有し、自身

も耕作している譲り受け人に相談してみました。近年、申請

地の維持や管理面につきまして、年々困難になってきている

こともあり、今回、事実上の耕作者であります方に自身の農

地と同様に維持、管理がしやすくなるためにも農業経営拡大

に意欲のある方として、贈与するものです。 

受付番号 2番です。 

受付番号 2 番につきましては、譲り渡し人は、現在、県外

に居住しております。遠方に住んでいると自身が所有してい

る農地の管理面のことが気になり、農地の大半は、公益財団

法人五箇山農業公社に依頼し、耕作及び赤かぶ等の作付けを

お願いしております。今、現在の仕事を今後も継続していく

となると、地元へ戻ることが困難だなと思うようになり申請

地を申請地付近に農地を所有の方に譲り渡すものです。この

かたは、赤かぶ栽培者として、赤かぶが増加傾向になってき

たことで、農業経営を図りたいと思っておりましたので、今

回の申請に至ったものです。 

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。 

ありがとうございました。 



4

議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

では、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。 

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。 

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 61 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 61 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 3,407.00

㎡です。 

農業特産品提供 

・研修施設    1 件  田  3 筆 3,407.00 ㎡

       計               3 筆 3,407.00 ㎡ 

受付番号 1番です。 

申請人は、申請地を農業特産品提供・研修施設に転用する

ものです。 

申請人は、「農業構造改善事業」の採択により、平成 6年度

に自然景観及び農林水産物を活かし、都市住民との交流を通

じて、高齢者等の生きがいを図ることを目的とし推進され、

地域の活性化並びに農業者の生活改善に大きく貢献いたしま

した。しかし、現在は、食堂等の営業は終了しており、農業

特産物の提供や地域住民の研修施設として利用されていると

ころであります。当初の計画時の担当職員の法律への理解が

得られず、農業振興地域地区除外後の許可を取得せずに、施

設整備に至ってしまい、事業が終了しちぇしまったことなど

は遺憾であります。この公共財産処分推進において、農地法
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

所定の手続きを、正式に行っていなかったことですので、今

回、是正することにいたします。 

農地区分は、土地改良事業実施区域内農地ということで 1

種農地と判断され、転用許可基準の農業従事者の良好な生活

環境を確保するための施設と考えられます。 

ありがとうございました。 

この案件につきまして、地元農業委員の意見としましては、

私が担当ということになりまして、合併前の利賀村の時にこ

の施設が建てられたわけです。利賀村役場において、転用の

申請がされていなかったということで今から手続きをしなく

てはならないようです。ここで、皆様方から、この案件につ

きまして、ご意見等ございましたらお願いします。 

（異議なし） 

現在、既に建物が建っているとのことですので、おくみ取

りくださいますようよろしくお願い申し上げます。 

ご異議がないようですので採決をとります。議案第 61 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ました。 

続きまして、次の議題へ進みます。 

続きまして議案第 62号農地法第 4条の許可に対する事業計

画変更申請の承認についてです。 

事務局より議案の朗読と説明を求めます。 

＝議案第 62 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

先月、8月の委員会時におきまして、4条申請があり委員会

にお諮りいたしましたが、県の担当者から転用目的が変更に

なったことでおありますので、事業計画変更の必要性を求め
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

られたところであります。今回は、その事業計画変更につい

てお諮りいただきたいと思っております。平成元年９月に譲

り渡し人申請地を譲り受け人に倉庫兼住宅として転用許可が

承認されておりましたが、現在は、まだ畑のままであり、今

も転用目的どおりの建物が見込めないことを確認いたしまし

た。結果、譲り受け人に所有権移転をし、転用目的も太陽光

発電の設置ということで、以前の倉庫兼住宅での許可が遂行

されないままとなりますので、今回、事業計画変更手続きを

行うに至りました。 

以前の許可、倉庫兼住宅という事業目的では、遂行されな

いままとなりますので、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 4 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

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 62 号農

地法第 4 条の許可に対する事業計画変更申請の承認について

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。 

次に議案第 63 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 63 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 
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事務局 

事務局 

今回は 3件の申請がありました。面積は 田のみ 3,500.70

㎡です。 

農業用排水路 

の一部   1 件  畑  1 筆    5.70 ㎡ 

資材置場  1 件  田   1 筆  2,862.00 ㎡ 

農機具置  1 件  田  1 筆     633.00 ㎡

     計             3 筆  3,500.7 ㎡ 

受付番号 1番です。 

申請人は、譲り渡し人は、申請地を農用排水路の一部とし

て転用するものです。地元の地域の墓地を整備した際に、種

変用水路の排水を良好にするため、併せて整備することにし、

今回、申請したものです。 

農地区分は、農用地として利用すべき土地として定められ

た土地の区域と判断され、転用許可基準の農用地利用計画に

おいて指定された用途に供するためのものに該当すると考え

られます。 

次に受付番号 2番です。 

こちらの案件は先月 8 月の委員会時に申請面積が一致しな

いことを受けまして、今回、改めまして、申請するものです。

譲り渡し人は、申請地を譲り受けに資材置場として転用する

ものです。協力会社の木工所で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が、思いの外なかなか

適地がみつからず。申請人に相談したところ、申請人は協力

会社の手助けをしたいとの思いがあるため、親である譲り渡

し人の土地を活用することで、早急に建設をしてしまったよ

うです。この場合、農地法のことも考えずに勝手に建ててし

まいましたので、始末書をもってここに是正いたします。 

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。 

続きまして受付番号 3番です。 

譲り渡し人は、申請地を譲り受け人へ賃貸借にて農機具置

場として転用するものです。 

先程から説明しておりました受付番号 1 番のように資材置

場を目的として分筆した結果、残置分としての田は、地元の

地域の農地、耕作等の農機具及び土砂等の保管場所などとし

て協力もしております。こちらの田につきましても、農機具



8

事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

の保管庫等がないことで不便を感じており、思い立って建て

てしまいました。その際に農地法のことなど考えずに、勝手

な行動をしてしまいここに始末書をもってお詫びし是正する

ことにします。 

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。 

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 63 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ました。続き

まして、次の議題へ進みます 

次に議案第 64 号農地法第 5条の許可に対する事業計画変更

申請の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 64 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。 

受付番号 1番です。議案番号第 63号 農地法第 5条の受付

番号 2番に関する案件です。 

こちらの案件につきましては、先程から申し上げておりま

したが、先月 8 月の委員会時に許可いただけなかったことで

再度申請するものです。 

受付番号 1番につきましては、昭和 63 年 5 月に譲り渡し人

申請地を譲り受け人に工場敷地をして転用許可が承認されて

おりました。今回、譲り受け人に所有権移転をし、転用目的
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事務局 

議長 

委員 

事務局 

議長 

議長 

も資材置場ということで確定しました。以前の許可面積が、

3,496 ㎡でしたが、今回の申請面積として 2,862 ㎡と分筆し、

事業目的と面積が以前の許可どおり遂行されなくなりました

ので、事業計画変更手続きが必要となり申請するものです。 

次に受付番号 2番です。 

受付番号 1 番の案件を受けまして、この 2 番は 1 番で分筆

した残面積 633 ㎡についてご説明いたします。 

この土地はしばらく田のままでありましたが、平成 18 年度

に耕作目的として近隣地に農事組合法人が設立いたしました 

た。設立したものの農機具や農業資材等の保管場所がない

ということで、申請地を地区の営農組合と賃貸契約を交わし

てしまいました。そこには、農機具やコンバイン 3 台、トラ

クター5台程を保管、柔らかい圃場には投入する土砂、砕石等

の置き場として現在、使用しているとこです。こちらの案件

につきましても、事業目的と面積が以前の許可どおり遂行さ

れなくなりましたので、事業計画変更の手続きが必要となり

申請するものです。 

以上、1番及び 2番につきまして、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たことを受けま

して、市の農業委員会は承認を得なくてはならないことにな

っております。今回は、改めまして、再度、委員の皆様方に

お諮りし、ご承認いただきますよう何卒よろしくお願い申し

上げます。 

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） 

当初の面積と比較しても 1㎡合わないようですが。 

法務局で農地を分筆した場合、1㎡未満切り捨てて表示しま

すので、その分で差が出てしまいます。 

よろしいでしょうか。 

他に何かございませんか。 
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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 64 号農

地法第 5条の許可に対する事業計画変更申請の承認について、

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ました。続き

まして、次の議題へ進みます。 

続きまして議案第 65号農用地利用集積計画（案）の決定に

ついて事務局より議案の朗読と説明を求めます。 

＝議案第 65 号について議案書をもとに朗読・説明 

今回、件数が 83 件、筆数が 117 筆の申請があり、面積が田

180,845.3 ㎡これには、登記簿でいう地目には池も含まれて

おります。畑 26,161.00 ㎡ 計 207,006.30 ㎡となって

おります。 

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。 

詳細の中で主なものとして説明しますと、受付番号 3 番に

つきましては、以前から農地を委託されておりましたが、そ

の借り受け者が亡くなられたことで。耕作者の変更をするも

のです。受付番号 4 番から 6 番につきましては、以前からの

借り受け者の経営縮小により、耕作者を変更することによる

ものです。受付番号 8 番につきましては、以前も委託をされ

ておりましたが、今回正式に設定するものです。受付番号 9

番につきましては、以前は、他の農業法人に委託されておら

れましたが、農地集約のための耕作者変更となるものです。

受付番号 11 番から 27 番につきましては、お聞きになれない

会社になるかと思いますが、トレボー（株）という法人が、

設立されました。この盆前に一部新聞報道にてご存じの方も

おられるかと思いますが、この農業法人は、立野原西地内に

おきまして、ぶどう栽培またその果実を使用したワインの蒸

溜販売を目的とした会社であります。将来的には 10ha 程まで
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事務局 

議長 

議長 

議長 

栽培地を拡大する予定としております。また現在、農地所有

適格法人に認定されるように、当事務局と調整させていただ

いております。今回の利用権設定は、その第 1弾となります。

受付番号 32 番以降に新設定となっているものにつきまして

は、以前より賃借しておりましたが、利用権を設定していな

かったため、今回正式に設定されたものです。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項の要件を満たしているもの

と考えられます。この流動化の状況につきましては、以下の

ようになります。 

農地流動化面積 新規設定 24 筆 面積 3.33ha 再設定 3

筆 0.58ha 計 27 筆 3.91ha 新規転貸 20 筆 0.89ha

再転貸 70 筆 15.91ha 計 90 筆 16.79ha。合計 117 筆

20.70ha です。後ほど解約の報告があると思いますが、第 18

条第6項の解約 9筆 0.56haで差し引きますと合計 108筆

面積が 20.14ha 増でございます。農地流動化状況として面積

が先月と比較して 0.05ha の増でありました。49.38％となっ

ております。次に区域別流動化面積詳細ですが、城端地区で

再設定 2筆 3,989㎡ 新規設定は 利賀地区で 1筆 667

㎡ 井波地区 3 筆 2,152 ㎡ 再設定 1 筆 1,813 ㎡ 福

野地区 新規設定 2 筆 2,908 ㎡ 転貸 90 筆 167,937.3

㎡ 福光地区 新規設定 18 筆 27,540 ㎡ 新規設定合計

24 筆 33,267 ㎡ 再設定合計 3 筆 5,802 ㎡ 転貸合計

90 筆 167,937.3 ㎡ です。 新規設定・再設定合計 39,069

㎡ 転貸合計 167,937 ㎡ 合計 207,006.3 ㎡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、旅川農産

（有）さんで 75筆 14.4ha 続いてトレボー（株）さんで 17

筆 2.7ha 次に大窪利正さん 13 筆 1.6ha、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
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議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

議長 

議長 

ます。議案第 65 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。続きまして、次の議題へ進みます。 

 次に議案第 66 号非農地証明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 66 号について議案書をもとに朗読・説明 

議案第 66 号非農証明についてです。 

今回、3件ございました。 

区分山林としまして、上平地区 畑 595 ㎡ 区分 原野

同じく上平地区 畑 188 ㎡ 区分農道 福光地区 田 51 ㎡

計 834 ㎡です。詳細につきましては、次ページに掲載してお

ります。受付番号 1 番及び 2 番の 所有者は、今後は上平地

区の森林組合さんに譲渡したいということで、非農地証明と

して申請されました。現地確認につきましては、地元の農業

委員さんとともに調査し、山林及び原野として認識してまい

りました。受付番号 3 番につきましては、所有者は申請地の

畦道、これは福光町土地改良区の畦道ですが、当時から狭か

ったもので、自身の田を 80㎝程潰し、60ｍ余りを農道として

拡幅したものです。所有者自身は、現在県外に居住しており

ますので、その地については、処分したいとの申出があり、

福光町土地改良区に譲り渡したいとのことで、非農地として

証明を求められたものです。こちらの現地確認につきまして

も、地元農業委員さんに同行していただき、調査し復元不能

ということで認識しております。 

ありがとうございました。 

地目は農地でございますが、農地としての復元が不可能と

いうことで、申請がでているとのことです。 

この件につきまして、何かご意見等ございませんでしょう
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議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

か。 

（意義なし） 

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。賛成の方、挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

全員挙手とのことですので、本件は原案どおり承認されま

した。続きまして、次の議題へ進みます。 

次に協議第 8 号 農業振興地域整備計画の農用地区域から

の除外について事務局から説明願います。 

＝協議第 8 号農業振興地域整備計画の農用地区域からの除

外について＝ 

今回は、6件の申請がありました。 

面積は 田 7筆 2,803.25㎡ 畑 412㎡ 計 3,321.25

㎡です。 

受付番号 1番の借り受け者は、平成 27 年に生産組合から農

機具全てを引き受け、農事組合法人として設立されたもので

トラクター及びコンバインなど 10台余りの機械を所有してお

り、機械や肥料等の資材の格納保管場所を探していました。

今回、効率的に営農を行えるように既存の育苗施設付近に土

地を借り、5台収用出来る格納庫を建設するため、今回申請し

たものです。 

農地区分は 1種農地と判断され、転用許可基準の農業施設、

農畜産物処理加工施設に該当するものと考えられます。 

受付番号 2番です。 

所有者は工務店を経営されております。現在、苗島地内に

資材置場として使用しておりますが、その土地は、本来宅地

としての販売対象地を一時的に使用していたものでありま

す。今回、その土地の売却に目処がたったことで早急に資材

を撤去することが必要となりましたのが、自社の資材置場が

手狭となったため、会社の近隣に空き地や 2 種農地等を探し

てみましたが、適地がなく自社の隣接所有地を使用したく、
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事務局 申請にいたったものです。 

農地区分は 1 種農地と判断され、転用許可基準の既存地拡

張に該当するものと考えられます。 

次に受付 3番です。 

所有者は、息子さんの家を実家付近に新築したいと思いま

したが、実家は建築年数が 60年と老朽化しており、また、車

庫から幹線道路まで、100ｍ以上の距離があり、毎年、冬場の

除雪にかなりの労力を失われ、困難となってきているため、

市道の付近に新築したいとの理由で、除外の必要性、緊急性

に関する説明が不足しております。除雪が理由で許可がでな

いと申請人にはお伝えし、修正していただけるように勧めま

したが、修正される意志が見受けられませんでした。今回、

申請人がどうしてもこの理由で申請したいとのことであり、

除雪を理由とした請願書も付けております。このことにつき

ましては、県の担当者に確認もとりましたが、やはり現状の

説明だけでは許可することは出来ないと回答を得ておりま

す。今回、除外の理由が弱いため、事務局としても弱ってい

るところであります。請願書も提出されましたので、本人の

希望もございますので、協議案としてお諮りいただきたく、

委員の皆様方のご審議をよろしくお願い申し上げます。 

受付番号 4番です。 

申請者は、2名共有で所有あり、譲り受け者は、軽度の知的

障害があり、現在は、福祉作業所にて住み込みで働いており

ますが、年齢が 60歳半ばとなり、身体の動きも弱くなってき

ていることから、今後は、兄夫婦の家の隣にプレハブ住宅を

建築し、兄夫婦の補助を受けて生活したいと考えております。

しかし、兄夫婦の家の敷地は、既に居宅や車庫等で充分な敷

地がないため、隣接した農地を転用し、兄夫婦の敷地も一部

を借りて、プレハブの住宅を建てたいと思い、今回申請した

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。 

受付番号 5番です。 

申請人は南砺市長で、申請地は、利賀地域の市の施設用地

であります。平成 4 年に利賀のそば打ち体験施設として建築

いたしましたが、当時の、市の担当者の農地法に対する認識

不足により、農業振興地域除外及び転用手続きがなされてお

らず、現在に至っておりました。今回は、その是正のため、
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事務局 

議長 

委員 

議長 

始末書をもって申請するものです。また、その敷地には、転

用申請がなされていない土地が残り 2 筆ございます。その 2

筆につきましても今回、除外の許可がなされてから、併せて

転用申請するものです。 

受付番号 6番です。 

譲り受け人は、プラスチック製品、製造の会社を営んでお

ります。現在、外国人実習生を 6 名雇用し、工場敷地内の宿

舎で生活しておりますが、法律の変更に伴い、受け入れ枠が

12 名まで雇用できることになりました。しかし、その宿泊施

設に不備が指摘されていることと、現在、10 名の雇用を計画

していることから、早急に新たな宿泊施設が必要になること

から、その建設用地にと、近隣の空き家や 2 種農地などを探

しましたが、適地がみつからなかったため、工場敷地に隣接

した当該農地を使用したく、今回の申請となったものです。 

農地区分は、1種農地と判断され、転用許可基準の既存地拡

張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。 

農振除申請は、協議事項でございますので、農業委員会と

しての意見を付けて、県へ申請、進達するものでございます。

先程から、事務局からも説明がございましたが、受付番号 3

番の案件につきましては、今の申請理由では、県は許可を出

せないということで、分家住宅がだめだといっているわけで

はございませんので、お間違えなくいただきたいです。申請

の理由が今のままでは、通らないことになるので、他に理由

付け願いたいとのことです。ここで、地元の農業委員さんに

一言ご意見を伺いたいと思います。 

この案件は、特段変わった案件ではございません。今回、

問題となった理由について、除雪という表現に問題なわけで、

分家住宅に関しては、なんの問題もありませんが、本人との

合意が得られないまま今日の日を迎えてしまったわけです。

今後は、委員の皆様方にご理解いただきながら、本人と会長

さんでお話いただき、煮詰めて会長さんに一任させていただ

きたいと思っております。 

ありがとうございました。 

今ほどの説明にもありましたが、除外申請の理由が、除雪
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議長 

委員 

事務局 

議長 

委員 

事務局 

委員 

事務局 

委員 

といった理由ですので、県におきましても、他の理由でとの

ことですが、申請人さんは、除雪以外は理由付けしたくない

ということです。除外しないと分家住宅の建築はできないわ

けですから、許可されるような申請理由を変更する考えで、

ご理解いただき申請に向けて進めていきたいと思います。こ

の除外申請だけ除くということはできず、申請されたもの全

て提出できるようにしなければならないので、なんとか県に

おいても受付けてもらえるように、申請人と話し合いをした

いと思います。結果、委員会としての意見を付けて、提出し

たいと思っておりますが、何かご意見はございますか。 

再度、この 3番の方の案件の詳細を説明してください。 

（詳細説明） 

除雪という理由では、農振除外の理由にはならないという

ところが、許可できないということになります。除雪といっ

た言葉ではなく、分家住宅に関する理由を延べてほしいとい

うことになります。 

実家の敷地面積はどれくらいございますか。 

敷地面積は 1300 ㎡余りになります。 

本来ですと、実家の敷地内で建てるのが筋道なのですが、

その中で、新築できない理由等はこんかい一切書かれていな

いため、本人には、そこで住めない理由をきちんとお書きい

ただきたいとお願いしたのですが、車庫から道路までの冬場

の除雪のことしか推されませんでした。 

実家のお父さんはもともと家におられ、新たに住宅をとの

話なのに、除雪という言葉がなぜ必要になるのでしょうか。 

本来ですと、1300 ㎡もあれば、その中で息子さんの家をお

さめる。無用に農地を転用し宅地化しないといったところな

のですが。 

今まで分家として建てられた理由として、どのようなもの

がありますか。 
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事務局 

委員 

事務局 

職務代理

議長 

事務局長

その敷地内では建てるスペースがない。今現在の家では、

新たな家族が住めるほどの家の大きさではない。若しくは、

親が高齢であるため、県外等に居住している子どもを近くに

住まわせたい、介護のため等といった理由が挙げられており

ます。このような理由が今回一切書かれてございませんでし

たので、協議に至ったものです。 

許可できるように事務局として考えてあげたらどうか。 

事務局としましては、許可がとおるためのアドバイスする

ところではありませんし、むやみに、農地を宅地化すること

を防ぐことが農業委員会事務局の役目だと思いますので、ご

理解願います。許可してもらえるように勧めるといったこと

はするべきではないかと思っております。 

申請者本人から、分家住宅をやりたいという目的で第 1 歩

めとして、除外申請し、その後転用するといったことですの

で、事務局は、優良農地を保有していくといった趣旨であり

ますので、思いは認識してわかります。近年の家族構成とい

いますと分家住宅ということは大事な要素であります。申請

者の意向を達成するためにも農業委員会とすれば、やはり、

申請者の思いを前へ進めるようなことをしなくてはならない

ので、そこは会長さんが頑張って本人と向き合ってアドバイ

スしていただきたいと思います。事務局としての立場も苦し

いとは思いますが、申請内容を吟味いただいて、会長さんに

一任すればいいかと思います。 

他に何かございますか。 

今回のこの問題は、除雪と書いた場合、どのような問題が

起きるかといいますと、従来の家で除雪がなければここに、

住める状態なのですね、同居できるのですね、といったこと

になるわけです。安易に内容が見えてくるものですから、で

きるものであれば、同居してください、といったことになる

わけです。むやみに農地をつぶさなくてもいいのではないか

と判断できるわけです。例えばこの申請地に、全く赤の他人

が来られると転用許可になるということになります。その方
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事務局長

事務局長

議長 

委員 

事務局長

議長 

議長 

議長 

事務局 

は当然、この地で地面を所有しているわけでないので、その

まま通ります。その敷地内で家を建てられない理由を書いて

頂けると県は許可を出すと思われます。 

除外申請の理由をきちんと変更していただければ、よろし

いかと思っております。 

どのような変更理由がありますか。 

除雪もひとつの理由になるのかもしれません。 

従来からの家では手狭になっているからといったことも含

めて書いていただくことになるかと思います。該当するよう

な理由を含めて改めてさせていただきたいと思います。 

この委員会としまして、申請人には変更理由で申請いただ

くようにしたいと思います。これに対して、事務局同様精一

杯努力してみたいと思っております。 

この案件の他の除外申請について、まとめてですが、賛成

の方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

全員挙手ということですので、前向きに諮ってまいります。

それでは、続きまして、報告事項にうつります。 

報告第 25 号 農業振興地域整備計画の軽微な変更について

事務局より説明を求めます。 

＝報告第 25 号農業振興地域整備計画の軽微な変更について

受付番号 1 番につきまして、願出者は、16,000 ㎡ほどの農

地を自作しており、今回は、そのための農業用格納庫を建設

する予定であり、農地を一部用途変更したい旨、申請したも

のです。 

受付番号 2番につきましては、先程、議案番号第 63 号受付

番号 1 番で説明いたしました、墓地の農業用排水路を改修す

ることによる用途変更です。 



19

事務局 

議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

いずれにおきましても、農地法施行規則第 29 条第 1号の規

定では、耕作の事業を行うものは、その農地をそのものの、

耕作の事業を供するために、面積 2a未満のものについて軽微

な変更で処理できるものになっております。 

ありがとうございました。 

これにつきまして、何かご意見ございますか。 

（異議なし） 

報告事項でございますので、採決はとりません。 

次にうつります。 

報告第 26 号農地法第 18 条第 6 項の規定による通知書につ

いて事務局より説明を求めます。 

農地法第 18 条第 6項の規定による通知書についてです。 

＝報告第 26 号農地法第 18 条第 6 項の賃貸借の規定による

通知書について既読・説明＝ 

今回は 10 件の届出がありました。面積は、田のみ 5,619.00

㎡ 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番及び 10番につきましては、市へ売買したこと

によるものです。 

受付番号 5 番につきましては、今後は、ファーム野尻古村

さんへ利用権設定するものです。 

受付番号 6 番につきましては、議案番号第 60 号受付番号 2

番に関するものです。 

受付番号 7 番につきましては、パイプハウスを建てる予定

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、既に宅地になって

いるものです。 

ありがとうございました。 



20

議長 

議長 

議長 

事務局 

事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

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＝ 

  ＝農地パトロール日程等について＝ 

 日程の調整中でありますが、予定としまして、9月中旬から

10 月中旬を予定しております。決定次第、担当農業委員の方

にご連絡いたしますのでよろしくお願い申し上げます。 

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。 

 よろしいでしょうか。 

これをもちまして、第 14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 10 月 3日（水）午後 2時 

 （閉会時刻 午後 3時 20 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


