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南砺市農業委員会第 20 回総会会議録

1.招集日時  平成 31 年    2 月 4  日

2.開会時刻  平成 31 年     3 月    1  日 午後 2 時 00 分

3.閉会時刻  平成 31 年   3 月    1 日 午後 3 時 10 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  18 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 欠 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 欠

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 附議議案

議案第 85 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 86 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 87 号 農用地利用集積計画（案）の決定について

 第 3 協議事項
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協議第 11 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

協議第 12 号 平成 31 年度農作業標準料金について

協議第 13 号

    農地法第 3 場第 2 項第 5 号の規定による別段の面積について

 第 4 報告事項

    報告第 35 号 農業振興地域整備計画の軽微な変更について

報告第 36 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 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 

定刻となりましたので、只今から、第 20回南砺市農業委員

会 6 月の総会を開催いたします。本日の欠席委員は 2 名で 20

名中、出席委員 18 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。 

本日は、委員会にご出席いただきまして誠にありがとうご

ざいました。3月に入り暖冬ということもありますが、桃の花

のきれいない色が出始めております。先般 27 日には、小委員

会を開催させていただき、農作業標準料金及び農地賃貸借料

金等をご協議いただいたわけであります。本日の協議事項の

中にもありますが、皆様方のご意見を聞かせていただけるよ

うお願い申し上げます。 

それでは、農業委員会を開催させていただきます。最初に

議事録署名委員の方をご指名させていただきます。3番の委員

さん、5番の委員さんよろしくお願いいたします。 
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議長 

事務局 

事務局 

 議案第 85 号農地法第 4条の第 1項の規定による許可申請承

認について事務局より議案の朗読と説明を求めます。 

 ＝議案第 85 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 田のみ 1,346.00

㎡です。 

 受付番号 1番です。 

 申請人は、申請地 田 292 ㎡を共同住宅建設として転用す

るものです。 

 申請人は、会社員で申請地付近にいくつかのアパートを経

営しております。今回、申請地においても、いつでも建設で

きるよう以前より計画を進めておりましたが、この地の前面

道路が平成 26 年に市の買収計画にあるとの情報があり、一度

は計画を休止することとし、買収事業が終了次第、転用の手

続きをするものと考えておりました。ところが、市側がいつ

になるのか具体的な方向性を示さず、困難な状況となり、証

明がもらえなくなったため、一度分筆をし、1棟を建築する予

定であります。現在、隣接地には、既に、共同住宅 4 棟を建

設、運営しておりますが、今回の申請地に建設することで、

既存の共同住宅とともに、管理しやすいことで申請するもの

です。 

 農地区分は 3 種農地と判断され、転用許可基準の市街化傾

向区域の都市計画法上の用途地域（第一種住居地域）に該当

するものと考えられます。 

 受付番号 2番です。 

 申請人は、申請地 田 215 ㎡を賃貸駐車場及び倉庫敷地に

転用するものです。 

 申請地には、10 年前まで申請人の父親が焼物の作業場とし

て使用してきた木造の工場があります。平成元年頃、道路拡

張に伴い、隣接する倉庫敷地が狭くなったことで空き家にな

ってしまいましたので、ここを購入し、既存の作業場とつな

げて使用してきたところです。今から 10年前に既存作業場の

老朽化に伴い、これを取得し、現在は一部を家庭菜園や家族

の一時的な駐車スペースとして使用しております。近年、近

隣には住宅が多く密集していることから、駐車場として借り

たいとの要望があがっております。土地柄から農地としての

使用も困難であることで、このまま放置しておくと雑草や虫
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議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

事務局 

の被害等、近隣住民への迷惑を掛け兼ねないことになります。

今般、この地を整備し、賃貸駐車場として使用していく予定

ですが、まず、農地に無断で倉庫など建ててしまったことを

お詫びし是正するものです。 

 農地区分は、3種農地と判断され、転用許可基準の市街化傾

向区域の土地計画法上の用途地域（第一種住居地域）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。 

（異議なし） 

 ご意見がないようですので賛成の方、挙手をお願いします。

  （全員挙手） 

議案第 85 号農地法第 4条の第 1項の規定による許可申請承

認について承認いたします。 

続きまして、議案第 86号農地法第 5条の第 1項の規定によ

る許可申請承認について事務局より朗読と説明を求めます。 

 ＝議案第 86 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は 3件の申請がありました。面積は、田 1,002 ㎡  

畑 634 ㎡ 計 1,636 ㎡です。 

受付番号 1番です。 

申請人は、譲り渡し人 申請地 田 498 ㎡を会社所有車輌

の駐車場敷地用地に転用するものです。現在、社用駐車場は。

申請地の隣接地の倉庫、車庫を借りて利用していますが、新

規に社員を 3 名増員し、併せて大型トラックも 3 台増やす予

定でありますが、今の土地だけでは不足し、困難となるため、

譲り渡し人から賃借権にて借り受けするものです。 

 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。 
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議長 

議長 

瀧職務代

理 

事務局 

事務局 

受付番号 2番です。 

申請人は、譲り渡し人 申請地 田 504 ㎡を太陽光発電パ

ネル設置地に転用するものです。 

申請人は、自動制御システムの設計及び製作など太陽光発電

設備等を取り扱う業務を営んでおります。先般、嫁兼地区内

でも太陽光を設置している場所もあることから、管理面で利

便性のよい市内で設置に向けて候補地を探しておりました。

今回、譲り渡し人が高齢となり、土地の管理ができなくなる

前に整理したいとの思いがあることを知人から聞き、互いに

紹介され合意にまで至り太陽光発電パネル設置地として申請

するものです 

農地区分は 3 種農地と判断され、転用許可基準の市街化傾

向区域の都市計画法上の用途地域（第一種住居地域）に該当

するものと考えられます。 

受付番号 3番です。 

申請人は。譲り渡し人申請地 畑合計 634 ㎡を農業用施設

への進入路として転用するものです。 

隣接地では、ワイン醸造等を行う農業用施設を建設する予

定となっておりますが、その地への進入路がないため、新た

に進入路として設置する必要となりました。しかし、現在の

道路での幅員が狭く、建築基準法上の施設建設ができないた

め、この申請地を進入路として利用目的で申請するものです。

農地区分は、1種農地として判断され、転用許可基準の農業

用施設、農畜産物処理加工施設及び農畜産物販売施設に該当

するものと考えられます。 

ありがとうごいざいました。 

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。 

 進入路の幅はどれくらいありますか。 

 たしか、9ｍ必要だったと思います。 

 現在の農道の幅が 3ｍから 3.5ｍの農道幅しかありません。

位置図をみていただきたいのですが、申請地付近には土生新

大池があるのですが、隣接地には、ワイン醸造施設の建築が
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議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

事務局 

予定されており、その関係で都市計画法上の開発行為基準が

ございます。その開発行為を行うためには、そこへの進入幅

が 9ｍなければならないということになりましたので、申請せ

ざるを得なくなったものです。 

おわかりいただけましたでしょうか。 

（承諾） 

その他にご意見ございますか。 

（異議なし） 

ご意見がないようですので賛成の方、挙手をお願いします。

（全員挙手） 

全員挙手により、議案番号第 86号農地法第 5条の第 1項の

規定による許可申請承認について承認します。 

続きまして、議案第 87号農用地利用集積計画（案）の決定

について事務局より説明お願いします。 

＝議案第 87 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は 427 件、 1,784 筆の申請があり、面積は田

2,482,590.94 ㎡ 畑 23,855.00 ㎡ 計 2,506,445.94 ㎡で

あります。 

詳細の中で、備考欄に新設定と記載してあるものについて

説明します。受付番号 1 番につきましては、従来はヤミ賃借

であったものを解消するために、正式に利用権設定を行うこ

とにしたことです。受付番号 20番につきましては、他の方と

利用権設定していましたが、その借り受者が離農することと

なったためカナダ農園と新規に設定するものであります。受

付番号 67 番につきましては、従来はヤミ賃借であったものを、

解消するために、今回新たに利用権設定するものです。受付

番号 93 番につきましては、所有者が農業経営規模縮小するた

めに設定されるものです。受付番号 135 番から 137 番につき
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事務局 

ましては、従来からヤミ賃借であったものを解消するために

利用権設定するものです。受付番号 141 番及び 142 番につき

ましては、他の方と利用権設定しておりましたが、所有者が

離農するため、設定するものです。受付番号 151 番及び 152

番につきましては、他の方と利用権設定しておりましたが、

その借り受者が離農するため、新たに設定するものです。受

付番号 153 番及び 154 番におきましては、所有者が経営規模

縮小のため、新たに利用権設定するものです。受付番号 167

番及び 168 番につきましては、従来からヤミ賃借であったも

のを解消するため、169 番及び 170 番につきましては、預け替

えとなるものです。受付番号 171 番及び 172 番につきまして

は、所有者が離農するため設定するものです。受付番号 173

番から受付番号 182 番までは、預け替えによるものです。受

付番号 183 番及び 184 番につきましては、預け替えでありま

す。受付番号 185 番及び 186 番につきましては、所有者が離

農するため新設定されるものです。受付番号 189 番及び 190

番につきましては、ヤミ賃借であったものを解消するため受

付番号 191 番及び 192 番につきましては、所有者の離農のた

め違う方との利用権設定されるものです。193 番から 196 番に

つきましては預け替えによるものです。受付番号 197 番及び

198 番につきましては、他の方と利用権設定していましたが借

り受け者が離農するために設定されたものです。受付番号 199

番及び 200 番につきましては、所有者が離農するために設定

するものです。受付番号 201 番 202 番につきましては、経営

規模縮小のため、203 番から 206 番につきましては、従来から

は任意組織で耕作してきましたが、法人化に伴い集約化を図

るために新たに設定されるものです。受付番号 207 番及び 208

番につきましては、所有者の離農によるもの、受付番号 209

番及び 210 番につきましては、ヤミ賃借であったものを解消

するためのものとなっております。受付番号 211 番から 216

番につきましては、それぞれの所有者が離農するため、受付

番号 217 番及び 218 番につきましては、ヤミ賃借であったも

のを解消するため、219 番から 224 番につきましては、それぞ

れの所有者が離農するためのもの、番号 225 番及び 226 番に

つきましては、預け替えによるものです。受付番号 227 番か

ら 304 番につきましては、新法人設立に伴い、移転されるも

のとなっております。受付番号 305 番から、317 番につきまし

ては、新法人設立に伴い移転するものです。318 番及び 319 番
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事務局 

につきましては、それぞれの所有者が離農するために、新た

に設定されるものです。受付番号 320 番につきましては、所

有者が離農するためのもの、321 番につきましては、預け替え

によるもの、322 番から 325 番につきましては、所有者が離農

するためのものです。受付番号 327 番につきましては、所有

者の離農によるものです。328 番及び 329 番につきましても同

様です。受付番号 332 番及び 333 番につきましては、それぞ

れの所有者が離農するため、334番及び335番につきましては、

従来からの借り受者が離農するため、受付番号 336 番につき

ましては、所有者が離農するため、受付番号 337 番から 427

番につきましては、新法人の設立のため新たに設定されたも

のとなっております。 

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。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 680 筆 面積 99.83a 再設定

546 筆 81.70ha 計 1,226 筆 181.53ha 新規転貸 337 筆

43.27ha 再転貸 33 筆 5.39ha 移転 188 筆 面積

20.46ha 計 558 筆 69.11ha 新規設定と新規転貸、移転の

合計 1,784 筆 250.64ha です。第 18 条第 6 項の解約 157

筆 18.16ha を差し引きますと、合計 1,627 筆 面積が

232.48ha 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 124.94ha の増 3,856.68ha 流動化率は 1.63％

の増で、50.18％となっております。区域別流動化面積の詳細

ですが、城端地区で新規設定 16 筆 35,365 ㎡ 再設定 10

筆 19,956㎡ 平地区 再設定 7筆 6,489㎡ 井波地区で

新規設定 32 筆 67,433 ㎡ 再設定 231 筆 464,844.8 ㎡

福野地区で 新規設定 71 筆 195,020 ㎡ 再設定 44 筆

68,261 ㎡ 転貸 34 筆 54,275 ㎡ 福光地区で、新規設定は

561 筆 700,488 ㎡ 再設定 254 筆 257,451 ㎡ 転貸 336

筆 432,240 ㎡ 移転 188 筆 204,623 ㎡ 合計 新規設定

680 筆 998,306 ㎡ 再設定 546 筆 817,001.8 ㎡ 転貸

370 筆 486,515 ㎡ 移転 188 筆 204,623 ㎡です。新規設

定・再設定の合計 1,815,307.8 ㎡ 転貸 移転の合計

691,138.2 ㎡ 合計 2,506,445.9 ㎡ 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

法人石黒営農 396 筆 49.7ha ファームズエンジニア福光
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議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

事務局 

331 筆 32ha が上位二者で、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、何かご意見ご質問ございません

でしょうか。 

ご異議がないようです賛成の方、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。 

次に協議第 11 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より朗読と説明を求めます。 

＝協議第 11 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回、3 件で 3 筆の申請があり、田 897 ㎡ 畑 58 ㎡ 計

955 ㎡の申請がありました。 

受付番号 1 番の譲り受け人は、願い出者のお孫さんで、現

在、アパートで家族三人暮らしております。願い出者の方は、

現在施設に入所され、本宅には娘さんとその次男夫婦が同居

し、農作業を行っておりますが、慣れない作業と人手不足の

ため悩んでおりました。譲り受け人も農作業を手伝いたいと

いう思いと、その子供の成長を考え、家を建てたいと願い出

者の付近で空き地、空き家等がないか探しておりましたが、

残念ながらみつかりませんでした。そこで、願い出者の敷地

内の奥に建てることとしましたが、建築基準法では道路に接

道していない土地には建築できません。今回、道路と敷地奥

の宅地をつなぐための乗入れ口として申請されるものです。 

受付番号 2番です。 

譲り受け者は、現在、高宮地内で父親所有の家屋にて、家

族 7 人で住んでおります。最近、子どもの成長が著しく手狭

に感じるようになり、敷地も狭く、増築もできない状況であ

ります。子どもの将来のため、年老いていく両親のことを考

えるとなると、現在、住んでいる高宮地内の中で、区長や不
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議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

事務局 

動産屋の協力を得て、空き家、空き地等を探してみたのです

が、なかなか適地とはならず、ようやく承諾いただける土地

となり、今回申請したものです。 

受付番号 3番です。 

譲り受け者は、塗装業や足場仮設工事業を営んでおります。

現在、信末地区及び野田地内において、足場資材置場として

使用している土地がありますが、効率が悪いため一カ所にま

とめて統合したいと思い申請するものです。信末の土地は、

細長い土地であり、前中が狭く、野田地内の足場も資材と統

合しておくのは、利用効率が悪いため、現在使用している信

末の土地を拡大する形にして、効率をあげるために申請する

ものとなりました。 

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賛成の方、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。 

次に協議第 12 号 南砺市農作業標準料金について事務局よ

り朗読と説明を求めます。 

＝協議第 12 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

先般、2 月 27 日の小委員会におきまして、ご了解いただき

ました案件でございます。本日、この委員会総会で承認いた

だきますと、4月の市報に掲載させていただくことにいたしま

す。経緯と検討事項が掲載させていただいておりますので、

一読させていただきます。 

（一文読み上げ） 
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議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

31 年度の金額につきましては、県農業会議の資料や、近隣

市町村の資料を参考に算出しております。以上の内容で提出

させていただきました。委員の皆様方におかれましても、ご

審議の程よろしくお願い申し上げます。 

ありがとうございました。 

標準料金でございますが、突然出てきましたが、小委員会

では、長時間にわたって充分な協議をいただいたと思ってお

ります。 

以上の案件につきまして、何かご意見ご質問ございません

でしょうか。 

（異議なし） 

協議事項にお諮りいたしましたので、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。 

続きまして協議第 13号農地法第 3条第 2項第 5号の規定に

よる別段面積についての説明を求めます。 

＝協議第 13 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

これは、毎年、農業委員会にお諮りしなくてはならない事

項であり、今年もお諮りいたしますので、ご審議くださいま

すようお願いいたします。 

平成 31 年度としまして、設定区域としまして、従来からの

市内の旧平、旧上平村、旧利賀村の区域とし、面積は、10 ア

ールとして設定いたしておりますが、特に変更することもな

く従来どおりとしたいと思っております。 

ありがとうございました。 
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議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

この件につきまして、皆様方、わかりにくい点もございま

すが、50a 要件ということは農地法で決定しておりますが、村

部においてはそんなに多くの面積はございませんので、小泉

総理大臣の時代に 10a の別段面積を設けていただきたいとい

うことを申請し、毎年、農業委員会に諮っているわけでござ

います。農地面積の少ないところにおきましては、別段の面

積を毎年、設定をしているわけでございます。 

以上の案件につきまして、何かご意見ご質問ございません

でしょうか。 

（異議なし） 

協議事項にお諮りいたしましたので、賛成の方は、挙手を

お願いいたします。 

（全員挙手） 

全員挙手により、本件は原案どおり承認されたものといた

します。 

次に報告事項に入ります。 

報告第 35 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 35 号農業振興地域整備計画の軽微な変更について

の朗読・説明＝ 

願い出者は、農地法第 5条の申請時に説明しておりますが、

これにつきまして、先に告示したことを報告させていただ

きます。 

以上の案件につきまして、何かご意見ご質問ございません

でしょうか。 

（異議なし） 
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議長 

議長 

議長 

事務局 

事務局 

報告事項にお諮りいたしましたので、賛成の方は、挙手を

お願いいたします。 

（全員挙手） 

全員挙手により、本件は原案どおり承認されたものといた 

続いて報告第 36 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。 

＝報告第 36 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 78 件の届出がありました。面積は、田 180,114.69

㎡ 畑 1,482.00 ㎡ 計 181,596.69 ㎡です。 

受付番号 1 番から 3 番につきましては、今後は別の方と利

用権設定するものです。 

受付番号 4 番及び 5 番につきましては、今後は自作する予

定です。 

受付番号 6 番及び 7 番につきましては、窪田農産さんと利

用権設定するものです。 

受付番号 8番から 15番につきましては、今後は中原化成工

業団地を設置する予定となるためのものです。 

受付番号 16 番及び 17 番につきましては、農事組合法人香

城寺営農さんと利用権設定するものです。 

受付番号 18 番から 36 番につきましては、一部を除いて農

事組合法人長源寺営農さんと利用権設定するものです。 

受付番号 37 番につきましては、今後は農事組合法人大塚営

農組合さんと利用権設定するものです。 

受付番号 38 番及び 39 番につきまして、今後は（株）みど

りふぁーむさんと利用権設定するものです。 

受付番号 40 番から 43 番につきまして、今後は別の方と利

用権設定するものです。 

受付番号 44 番につきましては、今後は農事組合法人清水明

営農さんと利用権設定するものです。 

受付番号 45 番につきましては、今後は（有）カナダ農園と

利用権設定するものです。 
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議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

受付番号 46 番から 78 番につきましては、今後は農事組合

法人石黒営農組合と利用権設定するものです。 

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了いたします。 

続きましてその他にうつります。 

その他について事務局から説明をお願いいたします。 

＝その他について説明＝ 

（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。 

これをもちまして、第 20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 31年 3月 27 日（水）午後 2時 

 （閉会時刻 午後 3時 10 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


