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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  令和 2 年     2 月  6 日

2.開会時刻  令和 2 年      3 月  4  日 午後 2 時 00 分

3.閉会時刻  令和 2 年   3 月   4 日 午後 3 時 30 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  17 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 欠

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 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 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 132 号 農地法第 3 条の規定による許可申請について

   議案第 133号 農地法第 4条第 1項の規定による許可申請につい

て

議案第 134号 農地法第 5条の許可に対する事業計画変更申請に

ついて

議案第 135号 農地法第 5条第 1項の規定による許可申請につい

て

議案第 136 号 農用地利用集積計画（案）の決定について
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議案第 137 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 19 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 20 号 農地の賃借料情報について

    協議第 21 号 令和 2 年度南砺市農作業標準料金について

    協議第 22 号 農地法第 3 条第 2 項第 5 号の規定による別段の

面積について

第 4 報告第 62 号 農業振興地域整備計画の軽微な変更について

   報告第 63 号 農地法第 18 条第 6 項の賃貸借の規定よる通知

          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 33回南砺市農業委員

会令和 2 年 3 月期の総会を開催いたします。本日の出席者は

20 名中 17 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。 

お忙しい中ご出席賜りましてありがとうございます。 

また、天候も寒くなるような予報でございます。 

現在我が国では、新型コロナウイルスで大騒ぎしている最

中でございます。報道ではクルーズ船に乗船していた二人が

入院され、酸素吸入が必要となるほど悪化し、病院側は治療

薬がないだけに、ぜんそくの薬を投与したそうです。その結

果、二日間で症状が改善していき、退院まで至ったそうであ

ります。医師からは、この薬に効果があるとは思わなかった

らしく、大変な驚きと同時に、医療現場としては、負担が軽

減され今後の治療に大きな期待が持てるとのことでした。患
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会長 

議長 

議長 

事務局 

者さんも簡単な処方で治療できることに安心されたそうで

す。一日でも早くこの状況が終息することを願って、挨拶と

させていただきます。 

会に先立ちまして、議事録署名委員をご指名させていただ

きます。本日の署名委員は 11番委員、13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 132 号 農地法第 3 条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 132 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は 7件の申請がありました。面積は 田 38,847 ㎡ 畑

3,000 ㎡ 計 41,847 ㎡です。 

受付番号 1番です。 

譲渡人Ａは、いくつか農地を所有しておりますが、申請地

田・畑 9 筆 15,196 ㎡を農業経営拡大に意欲のある譲受人Ｂ

に所有権移転するものです。譲渡人Ａは、現在、自家菜園用

の畑で耕作していますが、田は地元の法人Ｃ及び譲受人Ｂと

利用権設定をしております。 

近年は身体の都合が悪くなり、今後のことも考え、譲受人

Ｂに相談したところ承諾のうえ、譲り渡すものです。 

受付番号 2番です。 

譲渡人Ａは受付番号 1 番と同じ方で、申請地田・畑 4 筆

7,662 ㎡を農業経営拡大に意欲のある法人Ｃに譲り渡すもの

です。 

受付番号 1 番同様、農地の今後の管理等をどう考えていく

か不安を感じておりましたので、現耕作者であります譲受人

の法人Ｃにその旨を相談し、承諾をいただきましたものです。

受付番号 3番です。 

譲受人○○は、県外出身者で菓子メーカーの営業を担当し

ておりましたが、製品の生産・販売・管理といった全行程を

全て自身で行うことに魅力を感じ、今後は農業で自立してい

く思いが強くなりました。 

就農・研修先として富山県南砺市を選択した理由のひとつ

として、譲受人○○の妻が南砺市出身者であること。そして

その農業状況等を確認したところ、農地が豊富に存在してい
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事務局 たことにも心を惹かれ、定住にまで至ることになりました。

その研修先で 2 年間、播種・育苗・収穫・出荷等に係る技

術を多く学ぶことができ、大きな自信へとなり、農地取得へ

の思いが強くなりました。その思いを研修先の方に伝えたと

ころ、周辺に農地を所有している方を紹介していただき、路

地野菜を栽培したい旨を伝え、今回、申請地 田 10,863 ㎡

を譲渡人○○に承諾をいただき、申請するものです。 

受付番号 4番です。 

譲渡人○○の母は、夫を亡くし、娘二人と暮らしておりま

した。この度、一緒に暮らしてきた娘が留学することになり、

自身が一人暮らしとなるため、今後は、市外に住んでいる上

の娘と一緒に暮らすことに決め、離村することになりました。

母としては、未成年であります譲渡人○○が所有する申請

地 田 5,499 ㎡のことが気になり、近隣の方に相談したとこ

ろ、譲受人○○から承諾いただき、申請することにしたもの

です。 

この申請地は、地元の法人と利用権設定の満了を迎えます

が、引き続き同じ法人と利用権設定するものです。 

受付番号 5番です。 

譲渡人○○は現在、県外に居住しております。県外にいる

ことで、所有している農地の維持や管理等が困難だと気にな

っておりました。今回、申請地 田 1,371 ㎡を近隣の農地所

有者である譲受人○○に相談したところ、承諾いただきまし

たので譲り渡すものです。この申請地は地元の農事組合法人

と利用権設定しておりましたが、満了を迎えておりましたの

で、譲渡した後も引き続き、農事組合法人が耕作する予定で

あります。 

受付番号 6番です。 

譲渡人○○は申請地を農業経営拡大に意欲がある譲受人○

○に譲り渡すものです。譲渡人○○は夫が死亡したことで利

賀地域を離れ、地元に残してきた農地の今後のことが気にな

り、所有していても維持や管理等が困難であるため、地元の

人に譲りたいと思っておりましたところ、申請地 田・畑 2

筆 488 ㎡ の周辺に農地を所有・耕作している譲受人○○か

ら承諾いただきましたので、所有権移転するものです。 

受付番号 7番です。 

申請地は譲渡人○○、△△、ォォ、3名の共有名義であり、

農業経営拡大に意欲のある譲受人◎◎に譲り渡すものです。 
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事務局 

議長 

17 番委員

事務局 

11 番委員

事務局 

議長 

譲渡人 3 名はともに市外に居住し、高齢となって申請地の

維持や管理等が困難と感じてきておりました。そのことで地

元の方と相談しておりましたところ、地元の農事組合法人と

利用権設定をしていることから、申請地 田 768 ㎡ の周辺

に農地を所有している方から承諾をいただきましたので、今

回申請するものです。 

以上の 7 件につきましては、いずれの場合も農地法第 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

と考えられます。 

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。 

受付番号 7 番の譲受人◎◎の 5 反要件は満たしているとい

うことになりますか。 

この案件では、譲受人◎◎は、地元の農事組合法人○○の

構成員であります。現時点では、（有）○○さんと利用権設定

していますが、圃場は交差点横で狭く、（有）○○が所有する

大型機械では耕作しづらい点や移動距離など効率的に利用す

るには問題がありました。法人間での同意もあり、構成員間

での所有権移転と判断し、要件を満たすものと考えておりま

す。 

受付番号 5番についても同様の考え方なのか。 

飯米分は自作地として残している方もおられます。 

農地すべてを営農組織に預けているとは限りません。条件

の悪い農地は法人としても引き受けない場合もあります。 

なお、飯米や縁故米などを自作したい圃場は個人の経営面

積として台帳上残しております。大きな圃場は法人に預けて

いますので、5反要件を満たせば所有権移転はできるとしてお

りますが、今回、構成員間内での所有権移転として、所有面

積計が５反以上あると読み替えて判断しております。このよ

うな案件は今年度北陸農政局の担当者に確認し、今回の場合

もそのことに準じると判断していることをお伝えします。 

よろしいでしょうか。 
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委員 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

議長 

わかりました。 

他に何かございますか。 

ご異議がないようですので採決をとります。議案第 132 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 133 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 133 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は 1 件の申請がございました。面積は田のみ 138 ㎡で

す。 

受付番号 1 番の申請人は、申請地を農家用宅地として転用

するものです。 

申請人は、宅地に隣接する土地の一部が不整形であること

が気になっており、宅地の一部を田に地目変更することで、

宅地を整形とし、田も耕作しやすい区画とする除外からの申

請であります。 

この土地は平成 6 年に農地法の許可を得ず、宅地へ拡張済

みでしたので、今回是正するものです。 

農地区分は、1種農地と判断され、転用許可基準は既存地拡

張と考えられます。 

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。 

（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 133 号

農地法第 4 条第 1 項の規定による許可申請について、賛成の
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議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

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 134 号 農地法第 5 条の許可に対する事業計画変更

申請について、事務局より説明を求めます。 

＝議案第 134 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 63 年 7 月に譲渡人Ａ、申請地を譲受人Ｂに一般住宅敷

地として転用許可が承認されておりました。現在も畑のまま

であり、今後も転用目的どおりの建築が見込めないことを確

認しました。今回、譲受人Ｂの相続人である譲受人Ｃの子へ

使用貸借し、転用目的は作業場ということで、事業の計画変

更の手続きを行うこととしたものです。 

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。 

（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 134 号

農地法第 5 条の許可に対する事業計画変更申請について、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 135 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 135 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、4 件の申請がありました。面積は田 718 ㎡ 畑

195 ㎡ 計 913 ㎡ です。 

受付番号 1番です。 

譲渡人○○は申請地 田 330 ㎡を娘である譲受人○○に住

宅敷地として転用するものです。 

譲受人は、平成 30年度に結婚し現在、市内のアパートに居

住しております。最近では物も増えてアパートが手狭となっ

てきたことや、いずれ子供ができることも考え、住宅を建築

する計画をたてました。 

申請地を選んだ理由として、夫婦揃って共働きで、自身は

看護師で不定休なため、実家周辺であれば両親の協力も得ら

れ、また、両親の介護等のことも考えた除外からの転用申請

です。 

農地区分は 1 種農地と判断され、転用許可基準は集落接続

と考えられます。 

受付番号 2番です。 

先程、議案第 134 号の事業計画変更申請について説明いた

しました案件です。 

譲渡人○○は申請地 畑 195 ㎡を息子である譲受人○○

に日本画のアトリエ作業場敷地として使用貸借権を設定して

転用するものです。 

譲渡人○○の父が生前、一般住宅を建設するために農地を

取得していましたが、病気で死亡したことで長男である譲渡

人○○が農地を相続し、計画どおりできなくなり、現在畑と

して利用しているところです。今後は、譲受人の日本画家で

ある息子が絵画の作業場が手狭となったため、申請地を活用

するために申請するものです。 

受付番号 3番です。 

譲渡人○○は申請地 田2筆 371㎡を譲受人○○会社に自

転車置き場及び駐車場、資材置場に転用するものです。譲受

人はメリヤス、絹等の織物、撚糸製造販売及び下請けなどの

業務を行っております。従業員は 60名程で、外国人も勤務し

ているため、自転車や自動車での通勤者が多くなっておりま

す。現在、駐輪場等が不足していることから、外国人従業員

の駐車場や自社製品の資材置場などを設置することとし、除

外からの転用申請するものです。 

譲渡人○○は、現在施設に入所中で空き家となったため、
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

その住宅及び田を利用するものです。 

農地区分は 1 種農地として判断され、転用許可基準は集落

接続と考えられます。 

受付番号 4番です。 

譲渡人○○は申請地 田 17 ㎡を譲受人○○に住宅敷地と

して転用するものです。譲受人○○は、市外のアパートに親

子 3 人で住んでいます。最近、子供の成長が早く、手狭とな

ってきたことや、将来、親の介護のことを考えて実家の敷地

内に住宅を建築しました。しかし、既存建物の配置上、新築

住宅は敷地ぎりぎりとなり、今後の維持管理等を考えると申

請地を人が歩行できる幅 1 メートルの敷地が必要と判断し、

今回、除外からの使用貸借権を設定しての転用申請となりま

す。 

農地区分は 1 種農地として判断され、転用許可基準は既存

地拡張と考えられます。 

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。 

（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 135 号

農地法第 5 条第 1 項の規定による許可申請について賛成の方

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 136 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 136 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回は件数 214 件 田畑含めまして 829 筆の申請がありま

した。筆数として田は 808 筆・畑は 21 筆で、面積は田 878,585

㎡ 畑 37,635 ㎡ 計 916,220 ㎡です。 
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事務局 新規設定を中心に説明いたします。2 番、3 番、4 番は、仲

間田、地権者の離農等によるものです。6番、7番は、農事組

合法人○○への新規設定ですが、仲間田及び規模縮小による

ものです。8 番から 23 番は、高齢により離農されたもので今

後は、地元の農事組合法人○○と新規設定するものです。24

番は、規模縮小のため、25 番は、離村離農となり、農事組合

法人○○と新規設定するものです。37番、39番は仲間田解消、

38 番は規模縮小によるものです。41番は、規模縮小です。46

番は同じ集落内の耕作者へ新規設定するものです。50 番の受

け人は新規就農者であり、柿を中心に施設園芸を目指すとの

ことです。55番、56番は認定農業者が離農され、隣地域の認

定農業者が耕作するものです。69 番と 70番は、規模縮小によ

るもので、71番と 72 番も同様です。73番と 74 番は多少問題

があった場所ですが、遊休農地の解消ということです。99 番

と 100 番につきましては規模縮小、個人経営者と設定するも

のです。109 番と 110 番ですが、経営面積が 700a ある方で 115

番から 120 番も同様です。121 番と 122 番は仲間田です。139

番と 140 番は、新規就農者と設定するものです。141 番から

144 番は、完全離農により（有）○○と設定するものです。145

番と 146 番は、規模縮小によるものです。 

147 番は、全面委託で中間管理機構を通して営農組織へ、148

番は、新規就農者へ配分するものです。149 番から 153 番は、

離農や仲間田解消によるものです。154 番から 156 番は、地元

の集落営農へ配分されます。につきましては、認定農業者の

離農となっております。161 番から 166 番は、規模縮小などで

地元の認定農業者へ配分予定です。167 番は離農するため、近

隣の営農組合に配分されます。168 番から 211 番は新しく設立

されました農事組合法人○○へ配分される予定です。先月 2

月に設立し、構成員 62 名です。212 番と 213 番は仲間田の解

消、規模縮小によるものです。 

農地流動化は、新規で法人設立があり、流動化率はアップ

となりました。主な利用権設定では、個人経営で 7ha を耕作

している○○さんです。中間管理機構からの配分で大きなも

のでは、新規設立した集落営農の 56ha 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。 
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議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

議長 

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 136 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 137 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 137 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

平地域から非農地願い出がありました。

田 1,389 ㎡ 畑 3,307.91 ㎡ 計 4,696.91 ㎡を山林として

申請するものです。 

その申請地は、昭和 40年頃からすでに耕作中断され、航空

写真でないと判断できない場所にあります。西部森林組合の

森林整備事業の案件でもあり、現況山林として非農地判定し、

証明するものです。

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。 

（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 137 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） 
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議長 

議長 

議長 

事務局 

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、協議事項へ進みます。 

協議第 19 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、事務局に説明を求めます。 

＝協議第 19 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

今回の申請は、4件です。 

受付番号 1番です。 

願出地は田 3筆 計 1,705 ㎡の共同住宅敷地でございます。

隣接地には、申請者所有の共同住宅があり、24戸中 23 戸が

入居済です。 

空き部屋が少なくなってきたことや申請地の周辺は小学校

やスーパー等が近いため利便性がよく、自宅からも近いため

管理もしやすい場所です。また、隣接農地がなく、農作業の

効率かつ総合的な利用に支障を及ぼすことはないことから、

目的に適しているものと思われます。 

受付番号 2番です。 

願出地の田 1,061 ㎡内 381 ㎡を住宅敷地として利用するも

のです。 

転用者は土地所有者の子の夫で、現在、○○市のアパート

住まいですが、手狭となってきています。申請地は、妻の実

家周辺で、小学校にも近く、下校時からの預け先として実家

が近いことから共働きでも安心して暮らせるメリットがあり

ます。住宅及び夫婦分と来客用 2 台分の駐車スペースを計画

しており、その条件を満たす土地を探していたところ、今回

の申請地を選定したものです。 

受付番号 3番です。 

願出者○○は県外在住で、畑 230 ㎡を車庫敷地として申請

するものです。 

相続を契機に宅地へ地目変更したいと考えております。車

庫は、父の時代の昭和 51年頃、道路に隣接し使いやすい場所

であったことから、転用許可を取得せずに建築してしまった

もので、無断転用の是正案件です。

受付番号 4番です。 
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

願出地の田 2,599 ㎡のうち 44㎡を車庫敷地として利用する

ものです。 

この案件は、2月の委員会で 4条申請がありましたが、設計

変更がございまして、旧計画よりも南側に 3×15m の区画が必

要となったため、追加して除外するものです。 

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。 

（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 19 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の採決

をお願いします。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、次の協議事項へ進みます。

協議第 20 号 農地の賃借料情報について、事務局より説明

を求めます。 

＝協議第 20 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

平成 21 年度の農地法改正により、標準小作料制度は廃止と

なり、貸し手、借り手に公平な農地賃借料を示すことが求め

られています。2 月 27 日に小委員会を開催し協議したもので

す。資料 20 ページをご覧ください。 

旧町村ごとの平均賃借料、最低賃借料、最高賃借料を示し

た資料です。次ページは、過去 2 ヵ年の農地の賃借料情報比

較表を地域ごとに一覧表にしたものです。1年間で調査したも

のは、4,246 筆です。畑地は含んでおらず、あくまで田のみの

調査結果です。広報 4月号や市ホームページで公表予定です。

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
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議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

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 20 号農

地の賃借料情報についての採決をお願いします。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、次の協議事項へ進みます。

協議第 21 号 令和 2年度南砺市農作業標準料金について、

事務局より説明を求めます。 

＝協議第 21 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

この案件は、先般 2月 27 日の小委員会におきまして協議さ

れましたことを受け、今回案件として諮るものです。 

平成 30 年度に 3年に 1回の改定を済ましており、今年度は

5％以上の変動がない限り、改定はしないこととなっておりま

す。県の農業会議におきましても変動はありませんので、県

下一斉の改定は行わないとしています。 

南砺市では、トラクター作業で耕起・溝切の 7,400 円を設

定させていただきました。これは南砺市の料金表では、耕起・

溝切という秋作業の目安がわからないと、地域からご要望が

寄せられていたことから、近隣市の料金表を参考とさせてい

ただき、農業会議の試算表や各農協の営農部長さん等とご相

談しながら、設定した金額でございます。秋作業としての耕

起・溝切の標準料金は呉東と呉西では違いが生じております

が、近隣市とのバランスを考えて設定し、農協からも問題な

いと回答をいただいており、小委員会でも承認いただいたと

ころです。他の料金体系については変動ございません。 

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
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議長 

4番委員 

事務局 

議長 

議長 

1番委員 

事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

ょうか。 

籾乾燥・調製料金は 900 円ということですが、安くはない

でしょうか。 

双方協議の上、燃料代の割増料金として 30％増減以内なら

問題はないと思われます。 

よろしいでしょうか。 

次に何かございますか。 

出芽苗と完成苗について料金表に掲載されていますが、密

苗の値段についてはおわかりになりますか。 

密苗について 3農協と相談してきました。 

○○農協では、密苗の取り組みはまだ広がっていないので、

標準料金表に掲載するタイミングではなく、農協として単価

の設定を行いたい。何グラムから何グラムまでという、籾の

播種量で料金を決める必要がある、とのことでした。 

また、△△農協も同様で、種の量で料金設定しなくてはな

らないことを、取り組んでいる組織と打合せが必要であり、

一般農家ではまだ普及していないが、密苗については今後推

進していくべきところかもしれない、とのことでした。 

ヮヮ農協では、密苗栽培に取り組んでいる農家が協議会を

つくり、そこで単価を決めている、とのことでした。 

その他にございますか。 

特にないようでしたら、採決にはいります。 

ご異議がないようですので採決をとります。協議第 21 号の

令和 2 年度南砺市農作業標準料金についての採決をお願いし

ます。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
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議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

19 番委員

事務局 

し、来月の広報紙等に掲載いただくことといたします。 

続きまして、次の議案へ進みます。

協議第 22 号 農地法第 3条第 2項第 5号の規定による別段

の面積について、事務局より説明を求めます。 

＝協議第 22 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 

平成 21 年度に農地法の改正が行われた際に、市内の全部ま

たは一部において、農地を取得できる者の下限面積を設定で

きるようになりました。 

それ以来、市内の一部である旧平村、旧上平村、旧利賀村

区域について 50a ではなく、下限面積 10a という旨を設置し

ております。今回も農地法施行規則第 17条第 2項の規定によ

り行っております。この地域は平成 21 年度に設定した時より

も高齢化による遊休農地の増加が深刻化しておりますが、10a

要件は新規就農者にとって耕作可能な面積と思われ、併せて

保全・有効利用が図れると判断し、引き続き令和 2 年度も現

在の下限面積を変更しないとするものです。 

これは旧平村、旧上平村、旧利賀村を対象に別段面積を設

定しているわけであります。農業委員会で設定できるとなっ

ているので、毎年委員会で検討し承認いただいているわけで

す。この件につきましては、何かご意見等ございますか。

先日、新聞紙上において空き家対策について、1a でも農地

を取得できる旨が書かれておりましたが、わかる範囲で教え

てください。 

農地付き空き家といわれていますが、地権者は市の空き家

バンクに登録してもらうことが大前提で、付随する農地は遊

休農地または遊休化の恐れのあるものです。 

全国には下限面積を 1 ㎡に設定している市町村もあり、購

入後 3 年または 5 年以上継続して耕作してください、という

要件もあるようです。 

南砺市の空き家バンクには、今のところ農地付き空き家の

登録はないということです。今後、空き家に付随した農地は
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事務局 

19 番委員

事務局 

19 番委員

議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

増加傾向でありますので、下限面積の引き下げについても引

き続き検討が必要と思われます。 

空き家対策なので、農業委員会が審議を行う話ではないと

思うのですが、どうなのでしょうか。 

基本、適用する農地か否かの判断をするわけですが、定住

対策でもあります。移住者や定住者が農地を購入し適正に管

理や耕作できるか否かの判断についても、農業委員会として

調査や審議が必要になるのかもしれません。 

わかりました。 

その他何かございますか。 

それでは審議に入ります。 

ご異議がないようですので採決をとります。協議第 22 号の

農地法第 3 条第 2 項第 5 号の規定による別段の面積について

の採決をお願いします。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、報告事項へ進みます。

報告第 62 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 62 号について議案書をもとに朗読・説明＝

○○地域で 1 件の案件がございます。

申請人の父が昭和 51 年に届出なしに木造 2 階建ての農作業

場を建設したものです。なお、この地区では土地改良事業の

採択を受けていますので、今回是正にて処理し、計画変更を

行ったことを報告します。
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議長 

13 番委員

事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

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。 

軽微な変更について、面積はどれくらい該当するものなの

でしょうか。 

例えば、自分の所有地に農機具格納庫を建てたいというこ

とであれば、200 ㎡以内なら軽微な変更の届出だけで済み、転

用許可は必要ありません。 

よろしいでしょうか。 

特にご異議がないようですので、報告第 62 号の農業振興地

域整備計画の軽微な変更について終わります。 

続きまして、次の報告事項へ進みます。 

報告第 63 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 63 号について、議案書をもとに既読・説明＝

今回は 142 件の届出を受理しました。面積は、田 166,622.4

㎡ 畑 2,989 ㎡ 計 169,611.4 ㎡ です。 

受付番号 1 番及び 2 番につきましては、相続税の納税猶予

の手続き上、別の方が耕作することになったものです。 

受付番号 3 番及び 4 番につきましては、あっせん事業によ

るものです。 

 受付番号 5番につきましては、議案番号第 132 号農地法第 3

条受付番号 1番に関するものです。 

受付番号 6 番につきましては、中間管理機構を通して同じ

方と再設定するものです。 

受付番号 7 番につきましては、規模縮小のため解約するも

のです。 

受付番号 8番につきましては、議案番号第 135 号農地法第 5

条受付番号 1番に関するものです。 

受付番号 9番につきましては、議案番号第 132 号農地法第 3
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事務局 

議長 

条受付番号 2番に関するものです。 

受付番号 10 番及び 11 番につきましては、県道拡幅のため

解約になったものです。 

受付番号 12 番及び 13 番につきましては、議案番号第 133

号農地法第 4条の案件に関するものです。 

受付番号 14 番につきましては、議案番号第 132 号農地法第

3条受付番号 7番に関するものです。 

受付番号 15 番及び 16 番につきましては、中間管理機構を

通して同じ方と再設定するものです。 

受付番号 17 番及び 18 番につきましては、耕作者が離農の

ため、解約するものです。 

受付番号 19 番から 36 番につきましては、耕作者が離農し

たものです。 

受付番号 37 番及び 38 番につきましては、一度解約し再設

定するものです。 

受付番号 39 番から 41 番につきましては、中間管理機構を

通して再設定するものです。 

受付番号 42 番につきましては、地元の集落営農法人と利用

権設定するため、解約するものです。 

受付番号 43 番及び 44 番につきましては、中間管理機構を

通して同じ方と再設定するものです。 

受付番号 45 番及び 46 番につきましては、補助金対象農地

を分筆するため一度解約し、再度中間管理機構を通して再設

定するものです。 

受付番号 47 番につきましては、議案番号第 135 号農地法第

5条受付番号 4番に関するものです。 

受付番号 48 番から 79 番につきましては、新規に集落営農

組織が設立されたためで、中間管理機構を通して利用権設定

する予定です。 

受付番号 80 番につきましては、既に南砺市へ売買されたも

のです。 

受付番号 81 番につきましては、今後、資材置場へ転用申請

するため解約するものです。 

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） 
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議長 

議長 

事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

特にご意見、ご質問等がないようですので、以上で報告第

60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。 

続いてその他連絡事項です。 

＝その他（農業委員、農地利用最適化推進委員合同研修会

中止について）＝ 

本日の議案審議、報告事項はすべて終了いたしました。 

全体を通して何か他にございませんでしょうか。 

（特になし） 

次回の農業委員会 令和 2年 3月 25 日(水) 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 30 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


