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南砺市農業委員会第 31回総会会議録

1.招集日時  令和元年    12月  5 日

2.開会時刻  令和 2年      1 月  9  日 午後 2 時 00分

3.閉会時刻  令和 2 年   1 月   9 日 午後 3時 15分

4.場  所  城端庁舎 ３階 会議室

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 123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 124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 125号 農用地利用集積計画（案）の決定について

議案第 126号 農地の地目変更登記申請の取り扱いについて

第 3 協議第 18 号 農業振興地域整備計画の農用地区域からの除外
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及び農用地区域への編入について

第 4 報告第 57号 農地転用制限の例外に係る届出について

   報告第 58号 農地法第 3条第 1項第 13号の規定による届出
について

報告第 59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 船藤 統嗣 係長 田原 雅之、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 31回南砺市農業委員

会令和 2 年 1 月期の総会を開催いたします。本年もどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。本日の出席者は 20 名中 20 名の

出席で、農業委員会等に関する法律第 27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ご報告させ

ていただきます。会議に先立ちまして、前川会長より挨拶方

お願いします。 

皆様改めましてあけましておめでとうございます。 

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

令和 2年の新春でございますが雪が全く降らない状況です。

今までの中で、ここまで降らない、少ないといいますか、無

いという年はないと思います。利賀の山、斜面、北側あたり

に少し白い物があるといったところです。いつ、降るのかと

いう予報も出ておりません。昨年も少なかったようですが、

ここまでではなかったです。このあとどうなるかが気になる

ところです。 

さて、昨年の暮れに令和 2 年産の米の生産数量目標が発表

されました。変りなく昨年同様ということで南砺市の農業再

生協議会で決議されたわけです。それにはいろいろ見方がご

ざいまして、米の消費は減少していますが、目標は現状維持

ということでご理解いただきたいということを言われる方も

おられます。これ受けて生産者としては、昨年並みに作付け
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会長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

できるという気持ちで生産に努力していただきたいと思って

おります。 

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 7番委員、8番委員の 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 123 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 123 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 719 ㎡ 畑

14,217.61 ㎡ 計 14,936.61 ㎡です。 

受付番号 1番ですが、2番も関連しておりますので併せてご

説明いたします。 

こちらは農業者年金の経営移譲年金請求に関するもので

す。譲り受け人Ａは、畜産農家で家族経営をしております。

地権者である祖父と譲り受け人Ａの父との間には、平成 3 年

から祖父の年金受給のため、使用貸借権の設定を長年行って

まいりました。今回、譲り受け人Ａの父が 65 歳を迎え、祖父

と同様に経営移譲年金の受給手続きを行うため、祖父と孫で

ある譲り受け人Ａとの間で使用貸借権設定を行うことにし、

これによって三世代での経営移譲年金給付の手続きが開始と

なります。 

受付番号 1番 譲り受け人Ａの祖父 申請地 田 3筆 719

㎡ 畑 4筆 10,576.61 ㎡ 合計 11,295.61 ㎡を 受付番号

2 番では、譲り受け人Ａの母 申請地 畑 2 筆 合計 3,641

㎡ 受付番号 1 番及び 2 番の合計全てを譲り受け人Ａに移譲

することにしたものです。 

 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。 

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） 
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議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

ご異議がないようですので採決をとります。議案第 123 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。 

 （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、次の議案へ進みます。 

議案第 124 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 124 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は 2件の申請がございました。面積は田のみ 1,235.40

㎡です。 

受付番号 1 番の譲り渡し人Ａは、申請地 田 2 筆 1,227 ㎡

を譲り受け人Ｂに東海北陸自動車道付加車線事業に伴う、作

業の近隣において資材置場が必要になったため一時転用する

ものです。この場所は、南砺スマートＩＣが施工範囲の中ほ

どに位置し、利便性が高く、南砺スマートＩＣから半径約 150

ｍ以内において選定したものです。転用目的を資材置場とし、

砂利しき均
なら

し、また、雨水排水について浸透処理を行う予定

です。この工事予定期間は、令和 2 年 2 月 1 日から 3 年後の

令和 5年 1月 31 日までとなっております。 

農地区分は、3種農地と判断され、転用許可基準はＩＣ出入

口等概ね 300ｍ以内で公共施設整備済区域ということで、原則

許可と考えられます。 

受付番号 2番です。 

譲り渡し人Ａは、申請地 田 8.4 ㎡を譲り受け人に住宅敷

地として転用するものです。 

譲り受け人Ｂは、現在アパートに住んでおります。最近、

将来の事を考え、新築住宅を建築したいという思いになりま

した。そこで、譲り受け人Ｂの妻の実家付近の場所を選択し、

適地を探していたところ、空き家となっている住宅地が見つ

かり、購入依頼の末、承諾を得られたところです。また、不

動産調査した結果、敷地中央部の道路沿いにわずかな農地が

判明され、この残地の処分に大変不都合を感じておりました。
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事務局 

議長 

委員 

事務局長

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

この土地は、土地改良区が道水路の新設に伴い、分筆・買収

した農地の残り部分で、面積が小さく当時の所有者は、既存

宅地と一体化利用するしか維持管理できなかったものと考え

ます。今回、空き家物件を購入したい旨の要望があったこと、

農地への復元は困難なものとなっているため、是正申請する

ものです。 

農地区分は、1種農地と判断され、転用許可基準は隣接する

土地との一体利用と考えられます。 

以上の案件につきまして、何かご質問等ございませんでし

ょうか。 

受付番号 1 番の件についてですが、一時転用期間が 3 年間

ということですが、予定より長引いた場合は、どのようなこ

とになりますか。期限が少ないような気がしますが、今回認

めた場合に理屈上の問題は発生しないということでしょう

か。賃貸借契約を締結されているだけに、疑問に思いますが。

恐らく譲り受け人Ｂは、賃貸借契約を締結されております

ので、今一度、お時間いただきまして年数の確認をしたいと

思います。 

その他にございますか。 

ご異議がないようですので採決をとります。議案第 124 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、次の議案へ進みます。 

議案第 125 号 農用地利用集積計画（案）の決定について

事務局に説明を求めます。 

＝議案第 125 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 
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事務局 今回は件数 105 件、田畑含めまして 215 筆の申請がありま

した。筆数として田は 208 筆 畑は 7 筆で、面積は 田

290,145.96 ㎡ 畑 9,080 ㎡ 計 299,225.96 ㎡です。 

一覧表の最初の方は、3条で議案説明がありましたように、

譲り受け人Ａの父が認定農業者です。今回、息子が認定農業

者として登録し、利用権を息子に移転するということです。 

認定農業者に登録するということは、改善計画書をもとに

認定審査会を開催し、審査を受けたうえでのことです。今月

末に息子さんについて審査会を開催予定です。件数は 24 件

筆数 42 筆 田 87,021 ㎡です。従来どおり、利用権設定につ

きましては、新規設定を中心にご説明いたします。 

受付番号 26 番及び 27 番につきましては、後継者不足のた

め地元高齢者が耕作するものです。 

31 番及び 32番につきましては、属人でなく属地の集落営農

組織が耕作するものです。 

46 番につきましては、隣接地と仲間田ということで、新規

設定するものです。 

47 番から 49番につきましては、相続税の納税猶予を受けて

いる方が労力不足ということで、町部で耕作をしている法人

と新規設定するものです。 

51 番及び 52番につきましては、先程 5条申請の説明があり

ました 4 車線化のＩＣ付近で、法人と認定農業者との両者で

耕作しておりましたが、不都合が生じたため、法人が近隣の

仲間田と併せて利用権設定するものです。 

53 番から 55番につきましては、認定新規就農者が畑地であ

んぽ柿、アスパラ、路地野菜を作付けするものです。 

64 番につきましては、地権者は県外の方で、以前住んでい

た近所の方と口頭約束していたため、改めて正式に設定する

ものです。 

67 番から 75番につきましては、年齢的に高齢化し労力不足

のため、また、規模縮小するため地元の法人と設定するもの

です。 

96 番及び 97番につきましては、隣地域の法人が耕作してい

ましたが、かなりの通作距離であったため、地元の法人に変

更するものです。 

98 番から 101 番につきましては、完全に離農するため、農

協仲介で全筆を地元の法人と設定するものです。 

102 番及び 103 番につきましては、農協仲介にて認定新規就
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

農者と設定するものです。 

流動化面積は、経営移譲年金関係分の移転と併せまして、

総合計 299,225.96 ㎡となっております。続いて流動化の状

況ですが、前回と比較しまして若干増加傾向であったようで

した。申請の主な状況ですが、福野、福光地域の法人への集

約が若干増加したといえます。 

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 2項の条

件を満たしているものと考えます。 

以上の案件につきまして、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 125 号

農用地利用集積計画（案）の案を除きまして決定について賛

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、次の議案へ進みます。 

議案第 126 号 農地の地目変更登記申請の取り扱いについ

て事務局に説明を求めます。 

＝議案第 126 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

 今回は、平成 30年中に申請がございました案件で、西部森
林組合による森林整備のために、現況が山林であるという非

農地申請がございました。そのとりまとめが終了しましたの

でご説明いたします。

 エリアにつきましては、城端、平、井波、福野、福光地域、

いずれも登記地目が田・畑です。合計面積は 265,766.20㎡、
筆数につきましては、1,195筆です。申請地には未相続、若し
くは共有名義等がございます。議案書に記載してございます

一覧表は、城端地域から地域順に、最後は福光地域まで記載
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事務局 

議長 

してございます。この明細につきましては、1月 7日付けで該
当の皆様に通知させていただきました。資料につきましては、

航空写真図に工区を記載してございますのでご覧ください。

まず、城端対象エリアには、道路や施設などポイントとな

るような目印をお示しいたしました。昭和 20年頃に耕作を中
断していたということです。全域にわたって昭和 40年頃には
山林化となっていたようであります。

 平地域では、農地の境界が困難なところだといわれており、

既に山林として非農地化がかなり進んでおりました。

 井波地域でも同様に山の中を中心に非農地化が進んでお

り、今回申請されておりました。

 福野地域におきましては、特に安居の中山間で山林化とな

っておりました。

 福光地域ですが、南蟹谷地区の湯谷、土山の中山間地が山

林化しております。石黒地区の川西周辺の中山間地が多く非

農地化しています。

該当者の方々へ通知したところ、手続きする際には農地転

用を要することとなっており、許可が必要だとご存じのよう

でしたが、非農地通知書につきましては、この通知書があれ

ば、法務局も受理はしますが、地目変更する際には確認が必

要になり、現場写真を付けてほしいとか、登記簿上の住所、

氏名等、申請人との続柄とかが重要だということで、住民票

等が必要であること。

未相続であれば戸籍謄本、除籍とか、確認できるものを付

けてくださいと法務局からもお願いがありました。

農業委員会としても、森林組合の情報をもとに、申請地番

の工区がわかる資料を提供することで、地目変更ができると

のことでしたので、法務局からも代書人の方々にも連絡して

いただけるとのことでした。

農業委員会が管理する農地台帳には、非農地を登録します

が、登記地目はそのままです。

登記するには時間と手間がかかりますが、相続等の際に不

都合とならないよう、地目変更登記に協力したいと考えてい

ます。 

以上の案件につきまして、何かご質問等ございませんでし

ょうか。 
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委員 

事務局長

事務局 

委員 

議長 

議長 

事務局 

事務局長

今回の面積は、南砺市の総農地面積でしょうか。 

入っております。 

申請地につきましては、資料編の農地総面積には入ってお

りません。この面積は、農振農用地であり、青地といわれて

いるところであります。申請地は特に中山間地域ですので、

農用地区域外の白地部分に該当するところです。 

わかりました。 

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 126 号

農地の地目変更登記申請の取り扱い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。 

ここで事務局よりご報告がございます。 

 先程、委員からの農地法第 5 申請のご質問につきまして、

ご回答させていただきます。議案番号第 124 号受付番号 1 番

についてですが、これまでにも同様の事例がございましたが、

議案の説明の際には、口頭での説明とさせていただいており

ました。今回の場合も高速道路の付加車線の増設についての

一時転用といったことでした。期間につきましては、令和 2

年の 2月 1日から令和 5年 1月 31 日までの 3年間ということ

で、賃貸借契約書に記載されております。月額約 2 万円を一

括してお支払いするものとし、これには、農地の復元誓約書

も添付してございますし、農地復元計画書もございます。復

元工事期間につきましては、令和 5年 1月 4日から令和 5年 1

月 31 日までに完了させるといった内容でございますので、ご

理解いただきたいと思います。何卒よろしくお願い申し上げ
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事務局長

議長 

委員 

議長 

議長 

事務局 

ます。 

どうもありがとうございました。 

先程からのご質問の件ですが、よろしいでしょうか。 

わかりました。 

続きまして、次の議案へ進みます。 

協議第 18号 農業振興地域整備計画の農用地区域からの除
外及び農用地区域への編入について事務局に説明を求めま

す。

 ＝協議第 18号について議案書をもとに既読・説明＝

まずは、農振除外の申請です。今回は 3 件の申請がありま
した。

受付番号 1番の願出者は、願出地 田 162㎡を分家住宅敷
地として申請がございました。

願出者は高齢者で施設に入所中です。譲り受け人は、願出

者の孫になりますが、妻、子ども 3 人の 5 人家族で、他に両
親と祖母の 3 人が住んでおり、子どもの成長により、部屋が
手狭と感じるようになり、リフォームも考えておりました。

そのことを両親に相談した結果、隣接する農地に住宅を建築

したらどうかという話が出て申請がありました。申請地は、

自家菜園として利用されています。

受付番号 2番です。
願出者は県外在住の方で、譲り受け人の方に農業用物置敷

地として申請がございました。

この申請地は願出者の父が生前、昭和 50年頃に農業用物置
として建築した土地です。冬季は、知人に賃貸されていたよ

うです。その知人がお亡くなりになり、譲り受け人の父親が

資材置場として使用していたが、亡くなった後は物置となっ

ていたようです。願出者が平成 26年に相続したことで自身の
物件だと判明しました。県外に在住していて管理ができない

ということで、地面と物置を含めて譲り受け人に譲渡する予

定で話がまとまりました。

受付番号 3番です。
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

願出者のＡは、自身が経営するＢ社へ申請地を事業用倉庫

及び資材置場として転用するものです。

申請地は、主要道路拡幅工事に伴うものであり、現在の工

場及び事務所等が収用にかかるということで計画したもので

す。一部建物等再利用されるということですが、その代替地

として隣接地を選定し、工場等設置したいとのことです。現

在、地元の法人と利用権設定中であり、今年 3 月に満了を迎
えますが、この旨については同意を得ています。

続いて編入についてご説明申し上げます。

受付番号 1 番ですが、願出者は福野地域の方で申請地 2 筆
を編入したいということです。

この願出者の住宅は、道路沿いにありますが、今回の申請

地は以前住宅が建っておりましたが、今は壊されて存在せず

田として耕作している状況で、農用地区域への編入希望があ

りました。

以上の案件につきまして、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。協議第 18 号農

業振興地域整備計画の農用地区域からの除外及び農用地区域

への編入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、次の報告へ進みます。 

報告第 57号農地転用制限の例外に係る届出について事務局
より説明を求めます。

＝報告第 57号について議案書をもとに既読・説明＝

今回は 1件の届出がありました。
申請人は、県外のＡ株式会社でＢが所有する 申請地 1,219
㎡のうち 12㎡を携帯電話基地局無線通信局設置のため、賃貸
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議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

借契約にて転用予定です。申請地を選択した理由として、周

辺の見通しがよいことから基地局として適地であり、工作物

の概要はコンクリート柱にアンテナ無線機等一式を装中しま

す。着工予定の期間として令和 2年 1月 1日から令和 2年 1
月 31日までです。これは、農地法第 5条第 1項第 8号及び施
行規則第 53条の農地転用のための権利移動の制限の例外に該
当し、認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空

中線系、若しくは中継施設またはこれらの施設を設置するた

めに必要な道路若しくは索道の敷地に供するため、第一号の

権利を取得する場合は報告することになっておりますので、

ご報告申し上げます。

以上の案件につきまして、何かご質問等ございませんでし

ょうか。 

（意見、質問なし） 

特に、ご意見、ご質問等がないようですので、以上で報告

第 57 号農地転用制限の例外に係る届出について終わります。

続きまして、次の報告へ進みます。 

報告第 58号 農地法第 3条第 1項第 13号の規定による届
出について事務局に説明を求めます。

 ＝報告第 58号について議案書をもとに既読・説明＝

こちらは、あっせん事業です。

今回の譲り渡し人Ａは高齢者夫婦で、申請地 3 筆 田
5,412㎡です。東海北陸自動車道沿いで連担した土地です。
現在は、認定農業者と利用権設定しておりますが、その耕

作者に譲り渡す予定です。㎡当たり単価は 140円です。

以上の案件につきまして、何かご質問等ございませんでし

ょうか。 

（意見、質問なし） 
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議長 

議長 

事務局 

特に、ご意見、ご質問等がないようですので、以上で報告

第 58 号農地法第 3条第 1項第 13号の規定による届出につい
て終わります

続きまして、次の報告へ進みます。 

報告第 59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 59号について議案書をもとに既読・説明＝

今回は、29 件の届出を受理しました。面積は、田 79,712

㎡ 畑 2,721.00 ㎡ 計 82,433.00 ㎡です。 

受付番号 1 番及び 2 番の詳細につきましては、あっせんの

手続きによるものです。 

受付番号 3 番及び 4 番につきましては、耕作者の変更によ

るものです。 

 受付番号 5番及び 6番、9番につきましては、既に市へ売買

されたものです。 

受付番号 7 番につきましては、耕作者の変更によるもので

す。 

受付番号 8 番につきましては、地権者の孫が後継者となり

今後は自作するため、解約するものです。 

受付番号 10 番につきましては、中間管理機構を通して同じ

借受者が耕作するものです。 

受付番号 11 番につきましては、耕作者変更によるものです。

受付番号 12 番及び 13 番につきましては、地権者の息子が

会社を退職することになり、息子とともに自作するため、解

約するものです。 

受付番号 14 番につきましては、議案番号第 124 号受付番号

1番に関する一時転用に関するものです。 

受付番号 15 番、16 番及び 17 番につきましては、耕作者の

変更によるものです。 

受付番号 18 番から 21 番につきましては、東海北陸自動車

道付加車線事業に伴う一時転用を行うため、中間管理機構を

通しての利用権設定を解約するものです。 

受付番号 22 番につきましては、先月 12 月に利用権設定の

手続きを行いましたが、相続税の納税猶予要件が満たされな
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議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

事務局 

議長 

議長 

議長 

いとのことで、自作に変更するものです。 

受付番号 23 番及び 24 番につきましては、耕作者の変更に

よるものです。 

受付番号 25 番及び 26 番、28番及び 29番につきましては、

新規就農者が耕作する予定です。 

受付番号 27 番につきましては、あっせん事業によるもので

す。 

これらについて、何かご質問、ご意見などございますか。 

 （意見、質問なし） 

特にご意見、ご質問等がないようですので、以上で報告第

59号農地法第18条第 6項の規定による通知書について終わり
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＝ 

（農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議（案）について）

（決議（案）を読み上げ） 

只今、事務局から「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決

議（案）」について説明がございました。この申し合わせ決議

（案）について南砺市農業委員会として、承認することにご

異議ございませんでしょうか。 

（合意する） 

全員合意するとのことで異議なしとなりました。 

申し合わせ決議につきましては、説明のとおり承認するこ

とに決しました。 
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事務局 

議長 

議長 

資料にございます（案）を消していただきますようお願い

申し上げます。 

続いてお願いいたします。 

（南砺市農業者会と南砺市担い手育成総合支援協議会との合

同研修会の開催について） 

（南砺市農業委員の情報提供に関する同意書について） 

本日の議案審議、報告事項はすべて終了いたしました。 

○次回の農業委員会 令和 2年 2月 5日(水) 午後 2時 

 以上で、南砺市農業委員会第 31回総会を閉会いたします。

（閉会時刻 午後 3時 15 分） 

議事録が正確であることを証します。

  令和  年  月  日

議事録署名委員

議事録署名委員

会     長


