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令和３年度第３回あわら市農業委員会定例総会議事録 

 

１．開催日時  令和３年６月25日（金）午後１時30分から２時54分まで 

２．開催場所  あわら市役所 ３階 全員協議会室 

３．出席委員（12人） 

   会長     11番 坪田 清孝 

   委員     １番 谷川 聡志 

２番 長谷川太佑 

３番 長田奈津子 

４番 林  惠子 

５番 辻下 義雄 

６番 竹内 和之 

８番 森  雅規 

10番 北  廣見 

12番 伊藤 守男 

13番 上田 幸治 

14番 森川 嘉昭 

４．欠席委員（４人） 

   会長職務代理 ７番 丸谷 浩二 

   委員     ９番 吉村 重夫 

15番 南坂 覚則 

16番 澤田 宗男 

 

５．議事日程 

第１  開会 

第２  会長挨拶 

第３  業務報告 

第４  議事録署名人の指名 

第５  議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第３号 現況証明願について 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積計画

について 

報告第１号 電気通信事業施設等の設置届出の報告について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について 
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報告第３号 農地法第18条第６項の規定による賃借権の合意解約届出の報告に

ついて 

第６  その他 

（１）遊休農地実態調査結果の報告について 

（２）７月の農業委員会定例総会開催予定について 

（３）その他 

第７  閉会 

 

６．事務局  局長  東  俊行 

同補佐 宮川 豊一 

主査  松村 邦弘 

主事  伊藤 祥恵 

 

７．会議の概要 

◇ 開会宣言 

局  長： 皆様、お疲れさまです。定刻前ではございますが、本日出席の方、全員おそろい

ということで、ただいまより令和３年度第３回のあわら市農業委員会定例総会を始

めさせていただきます。開会に当たりまして、坪田会長のほうからご挨拶をお願い

いたします。 

 

◇ 会長挨拶 

     【会長 挨拶】 

 

◇ 定足数の確認 

事 務 局： それでは、本日の出席状況を報告します。委員総数26名中、本日の出席委員は20

名です。なお、７番丸谷職務代理者、９番吉村委員、15番南坂委員、16番澤田委員、

推進委員の長谷川委員、朝倉委員から欠席の届出がございました。したがいまして、

委員総数の過半数の出席をいただいておりますので、農業委員会等に関する法律第

27条第３項の規定により、この会議が成立しておりますことをご報告申し上げます。 

 

◇ 業務報告 

事 務 局： 続きまして、日程第３「業務報告」を申し上げます。 

     【業務報告の朗読及び説明】 

 これからの進行は坪田会長にお願いいたします。 

 

◇ 議事録署名人の指名 
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議  長： それでは、日程第４「議事録署名人の指名」を行います。本日の議事録署名人は、

６番竹内委員、８番森委員の両名にお願いしたいと思います。 

 

◇ 議  事 

議  長： 次に、日程第５、議事に入りたいと思います。 

 

◇ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議  長： 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」、事務局の説明を求

めます。 

 

事 務 局： 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」、ご説明いたします。

２ページにお進みください。 

 今回、２件の申請がございました。 

 番号１番につきましては、譲渡人は菅野にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。

譲受人は菅野にお住まいの〇〇〇さんでございます。〇〇〇さんの耕作面積は田

4,022㎡、畑396㎡でございまして、耕作人員は３名、申請農地は菅野地係の畑294㎡、

菅野地係の畑105㎡、菅野地係の畑436㎡でございます。売買による所有権の移転で

ございまして、３ページの調書にもありますとおり、農地法第３条第２項各号には

該当しないため、許可要件を満たしていると思われます。 

 番号２番につきましては、譲渡人は自由ケ丘二丁目にお住まいの〇〇〇〇さんで

ございます。譲受人は赤尾にお住まいの〇〇〇さんでございます。〇〇〇さんの耕

作面積は畑1,818㎡でございまして、耕作人員は１名、申請農地は赤尾地係の畑

1,083㎡、赤尾地係の畑3,352㎡でございます。売買による所有権の移転でございま

して、４ページの調書にもありますとおり、農地法第３条第２項各号には該当しな

いため、許可要件を満たしていると思われます。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、地区担当委員の説明を求めます。議案第１号、

番号１番について、９番吉村委員が担当ですが、本日欠席のため、事務局の説明に

代えさせていただきます。 

 続きまして、番号２番について、２番長谷川委員、お願いいたします。 

 

２  番： 本日、私、森委員、上田委員と事務局とで９時から現地調査に行ったわけなんで

すが、事務局の説明どおり何ら問題ありませんでした。 

 以上です。 
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議  長： ありがとうございます。それでは、これらの案件につきまして、何かご質問ござ

いませんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 ないようですので、採決に入りたいと思います。議案第１号「農地法第３条の規

定による許可申請について」、賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 賛成全員です。よって、許可相当と認めます。 

 

◇ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議  長： 次に、議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」、事務局の説

明を求めます。 

 

事 務 局： では、議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」、ご説明させ

ていただきます。５ページをご覧ください。 

 今回、案件としては３件の申請がございました。 

 番号１番につきましては、貸付人は市姫にお住まいの〇〇〇〇さん、借受人は福

井市足羽にお住まいの〇〇〇さんでございます。申請の土地につきましては市姫三

丁目地係で、登記地目は畑、面積は387㎡でございます。用途につきましては個人用

住宅でございます。事由につきましては、借受人は貸付人である父から申請地を借

り受け、個人用住宅を建設したいとのことでございます。権利の種類は使用貸借権

の設定で、こちらの農地区分につきましては都市計画法上の用途区域内の農地とい

うことで第３種農地でございます。第３種農地につきましては原則転用が可能とな

っております。場所につきましては６ページ、計画図につきましては７ページ、８

ページをご覧ください。 

 続きまして、番号２番につきましては、譲渡人は愛知県小牧市にお住まいに〇〇

〇〇さん、譲受人は番田にお住まいの〇〇〇さんでございます。申請の土地につき

ましては番田地係の１筆で、登記地目は畑、面積は611㎡でございます。用途につき

ましては貸資材置場及び貸駐車場でございます。事由につきましては、譲受人は所

有権を移転し、申請地に貸資材置場及び貸駐車場を整備したいとのことでございま

す。権利の種類は所有権の移転で、こちらの農地区分につきましては鉄道の駅がお

おむね300ｍ以内にある農地ということで第３種農地でございます。第３種農地につ

きましては原則転用が可能となっております。場所につきましては９ページ、計画

図につきましては10ページをご覧ください。 

 続きまして、番号３番につきましては、貸付人は清間にお住まいの〇〇〇〇さん、

借受人は株式会社〇〇〇〇でございます。申請の土地につきましては清間地係の１

筆で、登記地目は田、面積は2,957㎡でございます。用途につきましては農業用施設
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及び資材置場、駐車場でございます。事由につきましては、借受人は地域内で営農

を行う法人であり、事業の拡大に伴い、新たな農業用施設及び資材置場、駐車場を

整備したいとのことでございます。権利の種類は賃借権の設定で、こちらの農地区

分につきましては農振農用地でございます。農振農用地につきましては原則転用が

できないとなっておりますが、農業用施設ということで例外的に許可が可能と判断

されるものでございます。場所につきましては11ページ、計画図につきましては12

ページから14ページをご覧ください。 

 なお、〇〇〇〇は令和２年12月に清間地係の農地について同様の申請をし、許可

を受けていますが、建設を行う過程において遺跡が出てきたため、許可取消しの申

請を行っております。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： ありがとうございます。ここは遺跡は出てない？ 

 

事 務 局： 申請の土地につきましてですか。 

 

議  長： はい。今回の場所。 

 

事 務 局： 申請の土地につきましては問題ないということで。 

 

議  長： いいんやね。 

 

事 務 局： はい。 

 

議  長： それでは、地区担当の説明を求めます。１番について、８番森委員、お願いいた

します。 

 

８  番： 図面にも書いてあるとおり、周辺、ほとんど建物が建っているところにちょっと

畑の形が残っているという状況です。よって、許可しても全く問題ないと思います。 

 以上です。 

 

議  長： ありがとうございます。次に、番号２番について、６番竹内委員、お願いいたし

ます。 

 

６  番： この場所につきましては、所有者が都会に住んでいまして、管理が大変だったの

をちょうど隣のうちのが借りるということで、ありがたいことだと思っております
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し、問題ございません。 

 

議  長： ありがとうございます。次に、番号３番について、９番吉村委員が担当ですが、

本日欠席のため、事務局の説明に代えさせていただきたいと思います。 

 それでは、本件について本日現地調査を行っておりますので、調査委員を代表し

て、２番長谷川委員に調査結果の報告をお願いします。 

 

２  番： 今日の朝９時から、私と森委員、上田委員と現地調査に行ってきました。説明ど

おり何ら問題ありませんでした。 

 以上です。 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、この案件につきまして、何かご質問ございま

せんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 質問がないようですので、採決に入ります。議案第２号「農地法第５条の規定に

よる許可申請について」、賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 全員です。よって、県に進達することといたします。 

 

◇ 議案第３号 現況証明願について 

議  長： 次に、議案第３号「現況証明願について」を議題といたします。事務局の説明を

求めます。 

 

事 務 局： では、議案第３号「現況証明願について」、ご説明させていただきます。16ペー

ジをお開きください。 

 今回、案件としては３件の申請がございました。 

 番号１番につきましては、申請人は大溝にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。

申請の土地につきましては伊井地係の１筆で、面積は972㎡、登記地目は田、現況は

非農地でございます。事由につきましては、申請地は平成４年頃までは農地として

利用していましたが、同年４月頃に、株式会社〇〇〇〇の従業員用駐車場として整

備され、以後雑種地として利用され現在に至っているとのことで、今回、地目変更

したいとのことでございます。場所につきましては17ページをご覧ください。 

 続きまして、番号２番につきましては、申請人は南疋田にお住まいの〇〇〇〇さ

んでございます。申請の土地につきましては南疋田地係の１筆で、面積は224㎡、登

記地目は畑、現況は非農地でございます。事由につきましては、申請地は昭和23年

頃まで農地として利用していましたが、同年に住宅が建築され、以後宅地として利
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用し現在に至っているとのことで、今回、地目変更したいとのことでございます。

場所につきましては18ページをご覧ください。 

 続きまして、番号３番につきましては、申請人は舟津にお住まいの〇〇〇〇さん

でございます。申請の土地につきましては舟津地係の１筆で、面積は234㎡、登記地

目は田、現況は非農地でございます。事由につきましては、申請地は昭和45年頃ま

で農地として利用していましたが、昭和47年に前所有者が共同住宅を建築し、以後

宅地として利用し現在に至っているとのことで、今回、地目変更したいとのことで

ございます。場所につきましては19ページをご覧ください。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、地区担当委員の説明に移りますが、番号１番

につきましては、先ほど来から言っておりますように、９番吉村委員が本日欠席の

ため、事務局の説明に代えさせていただきます。 

 次に、番号２番について、13番上田委員、お願いいたします。 

 

13  番： ここは今現在、そのまま住宅が建っており、先ほど事務局から説明がありました

とおり、問題ないと思われます。 

 

議  長： ありがとうございます。次に、番号３番については、16番の澤田委員が担当です

が、本日欠席のため、この案件につきましても事務局の説明に代えさせていただき

ます。 

 本案件につきまして、本日、現地調査を行っておりますので、２番長谷川委員、

調査結果の報告をお願いします。 

 

２  番： 調査結果なんですが、事務局の説明どおり何ら問題はないかと思われます。 

 以上です。 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、本案件につきまして、何かご質問ございませ

んでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 ないようですので、採決に入りたいと思います。議案第３号「現況証明願につい

て」、賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 全員です。よって、承認することといたします。 

 

◇ 議案第４号 農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積計画について 
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議  長： 次に、議案第４号「農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積

計画について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： では、議案第４号「農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積

計画について」、ご説明いたします。20ページにお進みください。農業経営基盤強

化促進法第18条の規定による農用地利用集積計画について、あわら市から別添のと

おり農用地利用集積計画が提出されたので、その決定を求めます。 

 21ページをお開きください。公告予定日につきましては令和３年６月30日水曜日

でございます。借手につきましては７人、貸手につきましては11人でございます。

利用権設定面積でございますが、賃貸借が43筆、３万7,650.30㎡、使用貸借が２筆、

8,504㎡でございます。期間別内訳でございますが、１年の畑が１筆、1,000㎡、３

年の畑が２筆、8,778㎡、10年の田が36筆、１万8,946.30㎡、畑が６筆、１万7,430

㎡でございます。 

 22ページにお進みください。集落別内訳については、横垣の畑が１筆、北潟の畑

が５筆、矢地の田が35筆、宮谷の田が１筆、山十楽の畑が３筆でございます。利用

権の移転につきましてはございませんでした。所有権移転につきましては意見申請

がございまして、面積は8,454㎡でございます。嘱託登記の請求もございました。 

 23ページをお開きください。集積計画の決定についてでございます。１番につき

ましては、所有権移転でございます。譲渡人は布目にお住まいの〇〇〇〇さんでご

ざいまして、譲受人は〇〇〇でございます。申請地は布目地係の田3,000㎡、布目地

係の田2,670㎡、布目地係の田2,784㎡の３筆でございます。利用目的は水稲で、権

利の移転時期につきましては令和３年７月２日でございます。土地の対価につきま

しては211万3,500円で、対価の支払い期限は令和３年７月２日でございます。対価

の支払い方法は指定口座への振込でございます。 

 続きまして、25ページまでまたがっております２番から６番につきましては、借

受人は矢地にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。矢地の田35筆でございます。

利用目的は水稲で賃借権の設定、賃借料は10ａ当たり6,000円でございます。期間に

つきましては令和３年７月１日から令和13年６月30日まででございます。再設定で

ございまして、用水費は借主負担でございます。 

 ７番につきましては、借受人は〇〇〇〇でございます。宮谷の田１筆でございま

す。利用目的は水稲で賃借権の設定、賃借料は10ａ当たり１万3,000円でございます。

期間につきましては令和３年７月１日から令和13年６月30日まででございます。再

設定でございまして、用水費は貸主負担でございます。 

 ８番につきましては、借受人は北潟にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。横

垣の畑１筆でございます。利用目的は野菜で使用貸借権の設定、期間につきまして

は令和３年７月１日から令和13年６月30日まででございます。新規設定でございま
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して、用水費は貸主負担でございます。 

 26ページにお進みください。９番につきましては、借受人は〇〇〇〇でございま

す。北潟の畑２筆でございます。利用目的は野菜で賃借権の設定、賃借料は10ａ当

たり１万円でございます。期間につきましては令和３年７月１日から令和13年５月

31日まででございます。新規設定でございまして、用水費は貸主負担でございます。 

 10番につきましては、借受人は〇〇〇〇でございます。北潟の畑３筆でございま

す。利用目的は野菜で賃借権の設定、賃借料は10ａ当たり１万円でございます。期

間につきましては令和３年７月１日から令和13年５月31日まででございます。新規

設定でございまして、用水費は貸主負担でございます。 

 11番につきましては、借受人は山十楽にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。

山十楽の畑１筆でございます。利用目的は野菜で使用貸借権の設定、期間につきま

しては令和３年７月１日から令和４年６月30日まででございます。新規設定でござ

いまして、用水費は貸主負担でございます。 

 12番につきましては、借受人は市姫四丁目にお住まいの〇〇〇〇さんでございま

す。山十楽の畑２筆でございます。利用目的は野菜で賃借権の設定、賃借料は10ａ

当たり１万5,000円でございます。期間につきましては令和３年７月１日から令和６

年５月31日まででございます。再設定でございまして、用水費は貸主負担でござい

ます。 

 これらの農用地利用集積計画は農業経営基盤強化促進法第18条第３項の要件を満

たしております。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、所有権移転について地区担当委員の説明を求

めます。番号１番について、６番竹内委員、お願いいたします。 

 

６  番： これは事務局説明どおり、適切だと思われます。 

 以上です。 

 

議  長： 番号２番から12番につきましては利用権の設定ですので、地区担当委員の説明は

ございません。 

 本案につきまして、何かご質問ございませんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 質問がないようですので、採決に入りたいと思います。１番につきましては〇〇

〇〇委員、番号７番につきましては推進委員の〇〇〇委員が関係しておりますので、

まずそれらを除く２番から６番、８番から12番について採決を行いたいと思います。 

 議案第４号「農業経営基盤強化促進法第18条の規定による農用地利用集積計画に
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ついて」、賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 全員です。よって、決定することといたします。 

 それでは、〇〇〇〇委員、退席をお願いいたします。 

   （〇番〇〇〇〇委員退席） 

 それでは、番号１番について賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 全員です。よって、決定することといたします。 

 では、入ってください。 

   （〇番〇〇〇〇委員着席） 

 〇〇〇さん、お願いします。 

   （〇〇〇推進委員退席） 

 次に、番号７番について賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 全員です。よって、決定することといたします。 

 では、入ってもらってください。 

   （〇〇〇推進委員着席） 

 

◇ 報告第１号 電気通信事業施設等の設置届出の報告について 

議  長： それでは次に、報告第１号「電気通信事業施設等の設置届出の報告について」を

議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： では、報告第１号「電気通信事業施設等の設置届出の報告について」、ご説明さ

せていただきます。27ページをお開きください。 

 今回、２件の申請がございました。 

 番号１番につきましては、申請人は〇〇〇〇株式会社でございます。申請の土地

につきましては北地係の畑で、面積につきましては99㎡のうち0.11㎡でございます。

内容につきましては、15ｍのコンクリート柱の建柱及びアンテナ設置でございます。

場所につきましては28ページ、計画図につきましては29ページ、30ページをご覧く

ださい。 

 続きまして、27ページをご覧ください。番号２番につきましては、申請者は〇〇

〇〇株式会社でございます。申請の土地につきましては権世市野々地係の田３筆で、

面積は990㎡でございます。内容につきましては、第二福井火力線の電線張り替え工

事を行うため、３か月間、一時的に農地を使用するものでございます。場所につき

ましては31ページ、計画図につきましては32ページをご覧ください。 

 以上で説明を終わります。 
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議  長： ありがとうございます。それでは、地区担当委員の説明をお願いいたします。ま

ず、番号１番について、13番上田委員、お願いいたします。 

 

13  番： 〇〇〇〇の基地局のアンテナ設置ということで、事務局の説明のとおり問題ない

と思われます。 

 

議  長： ありがとうございます。次に、番号２番につきまして、10番北委員、お願いいた

します。 

 

10  番： 本件につきましては、刈安山林道のちょうど入り口付近に当たるわけでございま

すが、ただいま事務局が説明したとおり、特別問題はないように思われます。 

 以上です。 

 

議  長： それでは、この案件につきまして、本日現地調査を行っておりますので、委員を

代表して長谷川委員、報告をお願いします。 

 

２  番： 事務局の説明どおり、何も問題ありません。 

 以上です。 

 

議  長： 本件につきまして、何かご質問ございませんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 質問がないようですので、報告第１号を終わります。 

 

◇ 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について 

議  長： 次に、報告第２号「農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について」

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： では、報告第２号「農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について」、

ご説明いたします。33ページをお開きください。 

 今回、７件の届出がございました。 

 １番につきましては、中浜の田６筆、畑４筆でございます。権利取得者は中浜に

お住まいの〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和３年４月30日で、相続に

よる所有権の移転でございます。中浜の田６筆は〇〇〇〇が耕作し、畑４筆は自己

管理するとのことでございます。 

 ２番につきましては、北潟の畑６筆でございます。権利取得者は北潟にお住まい
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の〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和２年５月27日で、相続による所有

権の移転でございます。北潟地係の畑３筆は〇〇〇が耕作し、ほかは自己管理する

とのことでございます。 

 ３番につきましては、椚の田５筆でございます。権利取得者は椚にお住まいの〇

〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和３年２月25日で、相続による所有権の

移転でございます。〇〇〇が耕作するとのことでございます。 

 34ページにお進みください。４番につきましては、大溝一丁目の畑１筆でござい

ます。権利取得者は福井市にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は

令和元年11月14日で、相続による所有権の移転でございます。自己管理するとのこ

とでございます。 

 ５番につきましては、北潟の田８筆、畑９筆でございます。権利取得者は北潟に

お住まいの〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は平成29年２月19日で、相続に

よる所有権の移転でございます。自己管理するとのことでございます。 

 35ページをお開きください。６番につきましては、細呂木の田１筆、畑２筆でご

ざいます。権利取得者は細呂木にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。権利取得

日は令和３年２月13日で、相続による所有権の移転でございます。自己管理すると

のことでございます。 

 ７番につきましては、古屋石塚の田８筆、畑２筆でございます。権利取得者は古

屋石塚にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和２年12月10日で、

相続による所有権の移転でございます。自己管理するとのことでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： ありがとうございます。本件につきまして、何かご質問ございませんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 質問がないようですので、報告第２号を終わります。 

 

◇ 報告第３号 農地法第18条第６項の規定による賃借権の合意解約届出の報告について 

議  長： 次に、報告第３号「農地法第18条第６項の規定による賃借権の合意解約届出の報

告について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： では、報告第３号「農地法第18条第６項の規定による賃借権の合意解約届出の報

告について」、ご説明いたします。36ページにお進みください。 

 今回、６件の届出がございました。 

 １番につきましては、布目の田３筆で、賃借人は〇〇〇〇でございます。事由に

つきましては、所有権移転を行うため解約するものでございます。 

 ２番につきましては、角屋の田１筆で、賃借人は〇〇〇〇でございます。事由に
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つきましては、河川改修事業に伴い解約するものでございます。 

 ３番につきましては、角屋の田１筆で、賃借人は〇〇〇〇さんでございます。事

由につきましては、河川改修事業により解約するものでございます。 

 ４番につきましては、山十楽の畑４筆で、賃借人は〇〇〇〇さんでございます。

事由につきましては、賃借人の都合により解約するものでございます。 

 ５番、６番につきましては、北潟の畑６筆で、賃借人は〇〇〇〇さんでございま

す。事由につきましては、賃借人の都合により解約するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： ありがとうございます。本件につきまして、何かご質問ございませんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 質問がないようですので、報告第３号を終わります。 

 

◇ その他（１） 

議  長： それでは、日程第６、その他の（１）の「遊休農地実態調査結果の報告につい

て」、事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： お手元の別添資料、令和３年度坂井北部丘陵地農地利用状況調査の資料をご覧願

います。調査日は令和３年６月11日金曜日です。農業委員６名、農地利用最適化推

進委員４名、合計10名の委員の方にご協力いただき、９班体制で実施しております。

１ページをご覧ください。 

 荒廃レベルが１、２、３とありますが、レベル１は荒廃度合いが軽く、農作業機

械等で再生が可能、レベル３は荒廃がすごく進んでおり山林原野化した状態で、重

機を用いない限り再生が困難なレベルであります。１ページは筆数の過去３年分の

推移、２ページは面積の推移を表しております。昨年と比較した傾向ですが、レベ

ル１、レベル２とも約１㏊増加し、レベル３については逆に１㏊減少しております。

遊休農地の多い面積ですが、金津地区においては山十楽、芦原地区においては北潟、

波松地区で多く遊休農地が発生しております。 

 ３ページをお開きください。集落別の遊休化率を示してあります。金津地区では

花乃杜、芦原地区では番堂野地区で遊休化率が高くなっております。あわら市全体

で見た場合、昨年と比べ約１㏊、率で1.6％の遊休農地が増加したということで、ほ

ぼ横ばいとなっております。これについては、横ばいということでほっとしている

ところです。 

 庭木について年々減少傾向なんですが、坂井市にある〇〇〇〇さんが規模縮小を

考えているということで聞いておりますので、その影響で庭木の面積が減っている

のかなと考えております。 
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 また、管理休耕地ですが、昨年とほぼ同じ225㏊と高止まりしています。これにつ

いては、農企業さんが、作付がされていない企業さんがあることが原因の一つだと

考えております。昨年、急激に遊休農地が増加した芦原地区の城、城新田地区、金

津地区や清王地区ですが、ここについては減少に転じているため、よかったなと思

っております。逆に、金津地区では山十楽地区で大きく増加しておるので心配され

るところです。山十楽地区では、庭木と判断していた農地がレベル３というふうに

判断されたものがあって、今回増加したのかなと思っています。 

 遊休農地が発生している原因は、何よりも農業者の減少、担い手不足によること

が大きいと考えております。新規就農者の育成確保が急務となっておることから、

園芸カレッジに入校している人と面接を重ねながら、丘陵地で就農してもらうなど、

丘陵地の農業支援センターや坂井農林総合事務所、ＪＡなど関係機関と連携してい

きたいと考えております。 

 そこでなんですが、今年は新たな試みとして、新規就農者に対して空き農地や空

きハウスを素早くあっせんすることができるように、丘陵地のハウス台帳を整備し

たいと考え、作業に取りかかっております。また、管理休耕地の所有者に対し、意

向調査も行う予定ですので、委員の皆様におかれましても、離農や規模縮小を考え

ている農家の情報などがありましたら、ご提供をよろしくお願いいたします。 

 ４ページをお開きください。左のグラフについては、遊休農地が多い上位７集落

の面積の推移が示されております。右上の棒グラフについては、荒廃レベル別の推

移の内訳、右下の円グラフについては、春作の作付調査の結果を示してあります。

作付と管理休耕地の農地は管理しているということになっておりますが、残りのレ

ベル１から庭木についての12％につきましては、あまり手がかけられていないとい

うような状況です。 

 耕作放棄地を解消する国庫事業については、平成30年をもって事業が打ち切られ

ております。そのため、現在、荒廃農地を解消したいといっても補助金はもうない

という状況です。今後、同じような補助事業については、また国とか県に確認しな

がら情報収集に努めたいと考えております。 

 レベル３にまでなってしまった荒廃農地については、個人で解消するためには非

常に費用がかかるということで、解消は非常に困難な状況です。遊休農地の発生の

未然防止活動がこれからは重要になると考えております。先ほども申しましたが、

農家の意向などの情報がありましたら、提供のほどよろしくお願いいたします。 

 以上、簡単ではございますが、報告とさせていただきます。 

 

議  長： ありがとうございます。これにつきまして、何かご質問があれば、ご意見をお伺

いしたいなという具合に思っています。特に４ページの表等を見ますと、北潟、波

松、それから北金津、柿原、ここら辺どが基本的に一定の間隔で遊休農地が増えて
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いっている、これらの対策を早急に手を打たないと、大変なことになるなという感

じを受けていますので、何かご質問、アイデア等があればまた教えていただきたい

なという具合に思っています。 

 

堀川推進委員： 一応私も参加させてもらったんですけれども、個人の方が営農を再開すると

いうのはなかなか難しいという現状があるかと思いますけれども、１点、常に刈っ

ていただいている牧草の関係ですけれども、現地を回ったときに、牧草を刈った跡

があればとか、現実に牧草が植わっていれば牧草と書くと思うんですけれども、刈

った後でしばらく置いておく感じは、全部管理休耕になってしまうということで、

実際、丘陵地にどのくらいの牧草が年間通じてあるんかなというところを押さえて

おかないと、これは大きなウエートを占めているんかなと思ってますので、それら

の関連します大口の借手が丘陵地にどのくらいあるんかなと、そこら辺も今後常に

同じレベルで見ていただきたいと。なかなか牧草については、詳細、私もはっきり

言ったら、植えてなければ種類が分かりませんので、管理休耕地になってしまいま

すので、ちょっとそこら辺がクエスチョンマークがついてしまうんかなと思ってい

ますので、また今後の課題にしていただきたいと思います。 

 

事 務 局： 今回の畑作調査の結果で、作物別の集計も来月には皆様に資料としてご提示した

いと思いますので、作物別についてはまた来月、資料として配付させていただきた

いと思います。 

 あと、牧草についてですが、芦原地区で２軒の畜産農家がいらっしゃるのと、会

社で牧草を栽培しているところがありますので、会社でやっているところは約40㏊

ぐらい利用権設定があわら市内であります。あと、畜産農家については、両方とも

10㏊弱ぐらいあるのかなというレベルだと思っているので、それが牧草の今のあわ

ら市内の現状かというふうに考えております。来月、また牧草は何㏊かというのが

出てくると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長： 遊休地とかあって、レベル１ぐらいのところなんやけど、平場からソバに上がっ

てもらった経緯というのがずっと過去からあるんやけど、最近減ってるんじゃない

かなという気がするんやけど、どういう傾向なんやろう。 

 

事 務 局： 最近ですけど、稲作を中心にやっている農家が丘陵地においてソバを作っている

というと、あわら市内では２軒の農家になっている。あと、〇〇〇〇さんと〇〇〇

さんがいるので、今４軒頑張ってやっていらっしゃっているという感じです。 

 

議  長： 大分減っているなという感じが、昔と違うね。昔はいっぱいいたね。 
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事 務 局： あともう１つ、福井市の農家で認定農業者で〇〇〇〇さんという方がいるんです

けど、その方が波松近辺で数㏊程度の農地を借りてソバをやられているので、その

方については、今後ともソバを拡大していきたいという意向は聞いているんですけ

れども。 

 

議  長： 何らかの形でもいいで、畑を、誰か使うまでの間でいいんでという形で、水田地

帯の生産者にも協力を得ていかないと、遊休農地の維持というのは大変なのかな、

拡大、維持というのは非常に厳しい現状かなと。それともう１つは、やはり早く担

い手を探さないと駄目なんだろうなという感じです。 

 

堀川推進委員： 私のところの宮谷にも入ってもらいましたけれども、実際のところ、企業が

２社撤退をしましたし、実際に入っていただいた人との関係ですけれども、なかな

かきれいごとに、うまくいかないんですけど、貸す人は年貢が欲しい、実態だけ言

いますと。それから、借主の人は、圃場の中は作りますけれども、のり面とか、そ

ういうところは貸主の人が管理してくださいねと、そこら辺の思いの違いやね。 

 本当は大切な農地ですから、借りてもらえる人に、はっきり言うたら、年貢がた

だでも貸してあげますというぐらいのものがあればきれいになるんでしょうけど、

やっぱり貸主の人は年貢が欲しいというと、借主の人はそこまで払えないというの

が、私のところの集落だけではないかと思いますけれども、それが実際ありますの

で、なかなかいい動きが取れていないのが実態でございます。 

 会長言われるように、実質、私もそういう思いでいますけれども、農道が荒れる

と必ず畑も荒れるものですから、できるだけ農道は荒らさないということを私らも

やっていますけれども、それ以上に荒廃が進んでいるというのが実態でございます

ので、できるだけ頑張って次の方に伝えられればいいとは思っていますけど、努力

はしたいと思っています。 

 

議  長： どうぞ。 

 

５  番： この報告書の１ページを見たときに、年度内移動というのが見えてこないんやね。

例えば、今年、Ｒ３年調査しましたよというときに、新規でどれだけなってきまし

た、レベル１になったのが新規でどれだけですよとか、今年のレベル３があるけど、

前年度のレベル３に対して増えているよとか。単純に増えているのか、それともレ

ベル３の中でも解消されたものがあって、またレベル２から動きてきたのかとか。

そういうのが見えてこんと、全体的な統計上では、我々は見られん。ただ数字見て

るだけで動きがどうなってるか一切分からないので、それらを見えるようにしてほ
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しい。よろしくお願いします。 

 

議  長： はい。 

 

６  番： 僕、今年、横垣で荒れた畑を開墾して、また畑に戻そうとしてやっているんです

けど、かなりの労力がかかるんやね。９反ほどやったんですけど、何の補助もない

と誰もこんなことしようなんて思わんし、荒れれば荒れるほど、どんどん、誰も手

つけられなくなるような形になるので、重機でもう一遍やって新規就農者に貸すと

か何かしないと、これは解消にならんと思うんですけどね。個人の力頼っても、こ

れは解消していかないと思います。 

 

事 務 局： 先ほども僕言ったんですけど、荒れてしまうと、営農を再開しようと思うと、費

用をかけないと戻らないので、これからできるだけ荒れないようにという話を、素

早く、荒れる前に次の担い手さんのほうに貸し付けるということを重点にというか、

そっちのほうをやっていかなければならないなというふうに感じています。 

 

６  番： うちのほうは、貸した畑は、持ち主は貸したと思うてる。何の証明もないけど。

貸した相手が引いてまうと、次、すぐ支援センターのほうで、また耕作者を探さな

きゃいけんけど、それがないので、放棄地みたいになってしまう。それが一番悪い

んやって。 

 

議  長： はっきり言うと、まさにそのとおり。本来言うと、支援センターがもうちょっと

真剣に動いてほしいんですよ。我々も始めた頃というのは、農地を常にパトロール

しながら、できるだけ荒れんように誰かに貸そうという努力をしてきたと思うんや

けど、何か最近、ただ漠然と待ってるような感じがするんやって。 

 現場に出て、ここ、やばそうやなといったら、やっぱり早く貸す、事務処理の対

応をする。昔は基盤強化でなかったときというのは、一生懸命やったじゃないです

か、こっちで集めて。補助が出てたとき、集積事業があったときね。あれぐらい動

いてもらわんと困るなという感じがするけどね。 

 最近、特に砂丘地は結構事務局動いてるんだよね。丘陵地があんまり動いてない

んで、ちょっと頑張ってもらってください。 

 

事 務 局： その意見があるので、先ほども言ったとおり、今年新たな試みとして、砂丘地で

はハウス台帳というのを整備しているので、それに倣う形で、坂井北部丘陵地もハ

ウス台帳を整備しましょうというのもありますし、遊休農地の所有者に対して意向

調査も今年かけるということで今動いていますので。 
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議  長： ハウスやかって、もうみんな調査済みだよ。それをほったらかしとくから、また

過去のあれになってしまう。 

 

事 務 局： ハウス台帳というのは、どこどこのハウス、誰々が作ってるとかというのは全然

データベースにもなってないんで、取りあえずそのデータベースを作ろうというふ

うになっていますので。 

 

議  長： 空きハウスのデータベースは。 

 

事 務 局： 空きハウスじゃなくて、空きハウスになる前の、今作っている人のも管理しよう

ということでやるつもりで。 

 

議  長： 含めてやろ。それは必死でやってよ。 

 

事 務 局： 今、作業、取りかかっているんです。 

 

議  長： もうちょっと本当に真剣にやらないと駄目やと思うよ。 

 

藤野推進委員： 丘陵地のことはよく分からないんですけど、以前からこういう議論はあるん

ですけど、僕、集落の農家組合というか、そこの人の意向調査というのはしたこと

はあるんですか。自分たちの畑、丘陵地の畑をどうしたい、どうしていくべきかっ

て、そういう調査はしたことあるんですかね。 

 

事 務 局： 農家組合の調査とかじゃなくて、全戸調査を何回かしているという話。 

 

藤野推進委員： どうしてほしいとか。 

 

事 務 局： それについては、１回その結果は皆様に渡してあります。29年度の資料として、

ちょっと分厚いのを渡したはずなんですけど。29年度にやったアンケート調査の資

料は、１回渡しているはずなんです。 

 

藤野推進委員： これは今、農家組合の調査の結果というのは。 

 

事 務 局： それについては、担い手さんのところもあるし、今ちょっとないので分からない

んですけど、規模を拡大していきたいとか、規模を縮小していきたいとか、そうい
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う意向とかも取ってるんですけど。 

 それはどこがアンケート取ったかというと、北陸農政局の西北陸の調査事務所と

いうのがあって、そこは坂井北部丘陵地の、今施設が結構老朽化しているんですね。

その施設の老朽化しているのを更新するために今調査かけているんですよ。今年に

ついてもまた調査するという話も聞いてるので、担い手さんとか農業者に対して、

そんな情報はまた出てくると思います。 

 

藤野推進委員： やはり自分たちの地域の農地は自分たちで、ある程度維持管理していかない

と、ここにいくら第三者がといっても始まらんと思うんやって。 

 

６  番： 丘陵地のほうはほとんどこっちに任せない。要するに、坂井北部丘陵地のほうで

も、何か苦情が来ると、その個人の持ち主なり、耕作者なりに話が行くと。だから、

こっちには来ない。集落では一切それは個人に任せてあるという感じがあるので、

それがちょっとおかしいんやっての。 

 

５  番： 北潟で農家組合やってると、田んぼもあるし畑もあるんやけど。 

 

議  長： 田んぼはちゃんとしてる。 

 

５  番： 例えば、田んぼだけ農家組合がやってる。畑のことは一切管理しません。 

 

議  長： そこの本質が基本的に、藤野さん、違うのは、坂井北部の丘陵地というのは創設

換地なんです。はっきり言って、もともと自分たちの農地があったわけでない。先

祖からずっともらった農地でないもんだから、あまり農地に対する愛着というのは

基本的にない。だから、開墾してから、もともとあった山林の面積だとか農地の面

積だとかの総トータルで配当された農地というか換地なもんだから、基本的にはあ

まり農地に対する愛着がないというのが丘陵地の実態なんですわ。 

 それもありますし、もう１つは、既存農地が、山林が物すごくいっぱいあった人

だと、必要以上に農地を配当されている。だから、自分が耕作できないのに、物す

ごい量の農地を配当されてしまっている農家というのが物すごく多いものですから、

どうでもええやという、自分の管理できる範囲はするかもしれないけど、それ以外

の農地はほっといているという実態が、どうも傾向として見られるんですよ。だか

ら、今、平場のところの農地みたいに、先祖代々の農地で、これは将来的に守って

いかないかんという感覚は、言うて悪いけど、あまりないというのが現状です。 

 先ほど辻下委員さんが言われたように、北潟のほうでも土地改良区等をやった水

田につきましては、従来どおり平場の水田地帯と一緒に農家組合がちゃんと管理し
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てますし、それなりの集落としての負荷もかかってるんやね。そういう取扱いをや

っているんだけど、それ以外については、本当に畑は全くその感覚がないと。だか

ら、そこの畑に行くまでの農道が荒れていても全く気にならないというのが実態な

んです。人に貸してても、それは知らないという感じ。 

 今、堀川さんが言ったように、結構農道に草生えると、もうそこへは行かなくな

ってしまうんで、集落として、最低限でも農道だとか排水路ぐらいの管理はやって

もらいたいんですけども、その意識が全くないというのが現状かなというところ。

だから、農地を生み出した生み出し方には問題があったのか分かりませんけれども、

基本的に開墾とか開拓でやられているところというのは、全国的にそういうところ

が非常に多いのが現状です。 

 まだ坂井北部の丘陵地は、荒廃農地が３割程度なんですね、遊休農地も含めて。

これは逆にオールジャパンで考えたときに、坂井北部の丘陵地は優良事例に入っち

ゃうんです。能登のほうでも同じ開拓、開墾というのをやってきてるんですけど、

能登は６割から７割が耕作放棄地になってしまっている。残り３割が耕作されてい

るという状況なので、非常に坂井北部と丘陵地のギャップが、坂井北部の丘陵地と

ほかの開拓、開墾の農地とは、北陸の場合ですけれども、非常にギャップがあると

いうのが実態かなと。 

 だから、そういう課題の中で、特に国営で造成した農地をうちは抱えている関係

もあって、その分を農業委員会としてもこれから農地をどうやっていくかというの

を真剣に考えていかないと、だんだん増えていっちゃうだろうなという感じがしま

すので、これも全市で考えていく必要があるかなという具合に思っています。 

 

堀川推進委員： 現実の話、ちょっと言いますと、人口の減少って、そんな大きな話でもない

んですけれども、定年があまりにも延長しているんやね。昔は60過ぎると皆さん営

農に加わったんですけど、大体今70ぐらいまで会社勤めなり、働いてますわ。実際、

農業をやろうって、片手間でもやろうという人が減ってきているのは、もうこれは

否めない事実なんで、これもちゃんと明確に皆さんがというよりは、私らも意識し

てますけれども、その中でも何とか営農をやっていかないと、なかなか人は探そう

と思ってもいないというのが現実ですわ。 

 それから、さっき会長、ソバって言いましたけれども、以前は定着してましたけ

ど、ソバ１作では前後で草が生えてきて、結果は作れない。北海道は全国１のソバ

ですけど、恐らく北海道でのソバは多分１作だと思いますね。北海道ではソバ１作

でも、前後に草が生えることはないということはあるんだと思いますけど、ここら

では、ソバ１作では恐らく草が生えて駄目になる可能性があるので、もうかる農業

を皆さんがそれぞれ考えていただくことがまず優先でしょうかね。そこら辺、大き

な課題ですけど、私も考えますけど、皆さんもお願いしたいと思っています。 
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事 務 局： 今コロナ禍の影響で園芸カレッジに県外から入校する方が増えているんです。今、

定員満杯な状態なので。そういう新規就農者を目指す人らがいたときに、あわら市

の農地をすぐにあっせんして、その方が独り立ちできるようなことで農業者を増や

していくことしかないんかなというふうに考えているので、できるだけそういう人

らを育てていくしか方法はないんかなというのは、実体験として考えているところ

です。 

 

議  長： それはそうだけども、県に言っといてや。どうでもいいのを連れてくるなって。 

 

事 務 局： そこら辺の人の見極めは大切なところがあるんですけど、いい人はしっかり育っ

てもらうようにということで。 

 

３  番： 先ほどハウス台帳を立てるとかいう話をされてたんですけど、北潟地区の坂井北

部丘陵地のハウスが、私の、長田の父が農地を持っていて、大兼のハウス団地のほ

うにハウスを建て始めたのがちょうど30年以上前ぐらいになるんですけど、そのハ

ウスが老朽化して鉄くずになってきているんですよ。ここ数年、鉄くずの値段が上

がっているからか、業者が入って解体しているところが結構ありまして、うちの周

りでちょっと面積を減らすという人たちは、みんなハウスを解体してもらっちゃっ

ているんです。 

 ハウスを解体しただけならまだ更地になって耕作しやすいはずなんで、面積を減

らしたい農家さんとカレッジの研修生がうまくマッチングすれば、多分解消される

のかなとは思うんですけど、問題なのは、やっぱりカレッジの生徒さんの質という

か人柄というか、本気でやりたいのか、どこまでやる気があるのか。地域に入って

やるからには、それなりにコミュニケーションを取って、その地域でどうしていっ

たら、農地というよりも地域をどう守っていくかというほうに頭を向けてもらわな

いと、農地だけ守るというんだったら、多分自分の周りだけは守ろうとするんです

けど、例えば土地改良で、うちの夫なんかは水回りの管理もするんですけど、新規

就農者は基本的に土地改良と関係ないんですね。でも、パイプラインが通っている

という事実をどこまでカレッジの人たちがすばらしいことかというのが分かってな

いと、いざ何かあったときに水回りが止まったら何も作れなくなるので、そういう

管理の仕方とかも、積極的に既存の農家の人たちとちゃんとやっていけるかどうか

ということと、農道の整備もそうなんですけど。 

 あとは、住居が近くにないと畑を耕作したいといっても、今うちにアルバイトに

来ている子が１月からカレッジ入校希望なんです。その子は、本当は米が作りたい

と言っていたんですけど、米を個人で作るというのは、とてもじゃないけど夢物語
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だって私は分かるんですけど、その子はやってみたいと。そういう人たちの夢をど

うやって現実のほうにうまくしていくかというのを、例えば集落営農の後継者とし

て育てるというようなことを、うまくカレッジとかで誘導できると、後継者が１人

増えるわけですよね。 

 

議  長： カレッジで駄目やから、米の場合は実際にやっている農家があるわけですから、

そこにあっせんして、そこで働いたほうが確実ですね。 

 

３  番： そのほうがいいかなと思うんです。ただ、その子は女性で20代の後半なんですけ

ど、１人でやりたいんですよ。その１人でやりたい子がいろいろ農家さんを見て回

って、一応うちにアルバイトで、園芸のこともやっておいたほうがいいというので

来てるんですけど。 

 

議  長： 今度また会わせてください。 

 

３  番： はい。坪田さんがいるということはちゃんと伝えます。 

 

議  長： そういう話はしますけど、今言われるように、カレッジの場合、基本的に県のほ

うは５年後にちゃんと成果を上げないかんもんだから、全てハウス栽培のことしか

教えないんですよ。だから、露地からやれって言ってるんだけども、一切我々の意

見は聞いてくれない。実際、本来、ウエルカムで連れてきて、生徒に何作りたいか

を聞いてやらせているんではやっぱり駄目なんで、地域に合った野菜を作る教育を

まずしてほしいなと。それも、露地の教育、土地利用型の農業から入ってほしいと

いうのが現状かな。そうでないと、農地を使い切れないというのが現状なんで、ハ

ウスがなくなると、県のカレッジではハウス建てないと作れないような教育しか今

していないんで、その辺が大分違うんで、その辺はまたおいおい話をしていこうと

思います。 

 

３  番： ただ、土地利用型だと今ネギしかしない感じなんです。ネギ農家さんがすごく増

えているんですけど、ネギばっかり増えてもあれなんで。 

 

議  長： 昔はネギ、土地利用型といったらキャベツと大根やったんやけど、頑張ってもら

うようにやりましょう。 

 

林推進委員： 私らは北部のことはあんまり分からないんですけど、今テレビで「ポツンと一

軒家」とか、山間地の実情を大っぴらにやっているんですけれども、ああいった感
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じの放送を見てると、若い子が行って、今言ったように新規に農業をやりたいとい

うことで、町ぐるみで受けてるんやね。というのは、家もただで貸してくれる、田

んぼもただで貸してくれる、農機具もただで貸してくれる。要するに、持っている

人がウエルカム、来てくれてありがとうという気持ちで、そういう子たちを育てて

いこうと。 

 若い子というのは興味半分の部分があって、先ほど４分の１しか合わないという

ことですけど、そうかも分からないですけど、今言ったこの世の中やと、最終的に

は、日本というのは自給自足までいってないですが、やはり農業が一番主の産業に

なると思うんで、そういったことを考えると、先ほど言った北部丘陵地の現状を見

ると、もう少し市がやっていかないと。先ほど竹内さんが言ったように、田んぼを

耕すんだけど、お金は自分で払う、補助金がないと。そういったことも市が本気で

考えるならば、ある程度の補助を出して、なるべく入ってくる子に負担がかからな

いように、機械もあっせんしてあげるし、貸してあげるという形でやっていかない

と、これから難しくなってくると思うんです。 

 私どもは今、大きな農業をやっていますけれども、先ほど言ったように定年がだ

んだん延びて、70過ぎのおじさんが本当の主役なんですね。そういうおじさんが足

腰が立たんようになったときにどうなるかということで、10年後を考えて、今、若

い者には指導はしているんですけれども、なかなかそこまで理解してもらえていな

いというのが現状なんですね。 

 それは、今言った北部丘陵も、それだけでも田んぼもだんだんそういう形になっ

ていく可能性があるということですね。だから、市としてどういう産業をやるのか、

そういったことで人を増やしていかないとなかなか難しいと思いますので、農業委

員会だけではこれはできないと思いますので、市としての考えをある程度打ち出し

て、そういうふうに育てていくというか、市を守るためにはどうするかということ

を考える。一番大事なのは、農業が、こういったすばらしい農地がたくさんあるん

ですから、そういったものを利用しながら市の発展を考えねばあかんのじゃないか

なと私は思うんですけれども。 

 

議  長： 今言われるとおりなんですけど、今、林さんが言われているみたいに、実際にそ

こで実践しているのが若狭町、かみなか農学舎ってあるんです。そこは、あわらみ

たいに大きな農家がないんですね、組織経営体って少ないので、個人の農家がリタ

イアしていく。そこへ関西から来るような子を入れ込んでいく。農地もあるし機械

もあるし。その代わり、ただ単に入れるわけでなしに、農学舎では２年ぐらい働い

て、基本的にはその人たちを継承する、第三者継承に近い状況ですけれども、そう

いうような取組を実際に町を挙げて、昔の美浜町なんですけど、そういう努力もや

っている市町村もありますし、コロナ禍がなくなったときには、１回そこら辺どの
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我々も見学も、勉強会もやりたいなと思うし、最初から言っていたように、水田地

帯の集落営農組織についても後継者がだんだん今から問題になってくる。だから、

後継者の確保、どうやったら確保できるのかということをみんなで１回考えていく

し、それに対して、あれやったら農業委員会として市行政への陳情もやぶさかでな

いのかなという感じはしておりますので、それを今回みんなで話し合っていこうか

なと思っております。 

 それと、先ほどのアンケートの件なんですけれども、実際、農地・水のほうでも

この前アンケートを取らせてもらいました。この前、結果、出したんやな。 

 

事 務 局： 結果は出ています。 

 

議  長： 出てますね。この前渡しましたね。 

 

事 務 局： 皆さんには渡してないです。 

 

議  長： 農地・水のほうで出た、あの結果を１回農業委員会に、もしあれやったら渡して

ください。あれを見ると、平場も一緒にアンケートを取っていますので、先ほど藤

野さん言うたみたいな、アンケート結果としては結構うまくまとまっているなと思

いますので、それを１回、次回提示してください。 

 

事 務 局： 分かりました。 

 

議  長： その中で思うのは、やはり後継者の問題、それからリタイアしたい農家というの

は結構いるなという感じは受けます。平場はみんな集落営農に投げたいという人ば

っかりです。 

 これらをさっき辻下委員さんが言うてたの、実際、作付調査と対比すると、どう

いう具合に移行したかが分かりやすいかもしれんので。作物の調査？ 

 

事 務 局： 作物と別の。 

 

議  長： 別の調査で１回表示してください。荒廃レベルだけでの表やと、何が減ったんか

何が増えたんかさっぱり見えてこないと思うんで。 

 何かほかにありませんか。 

   （質問、意見なし） 

 

◇ その他（２） 
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議  長： 意見がないようですので、その他の（２）の「７月の農業委員会定例総会開催予

定について」、よろしくお願いします。 

 

事 務 局： ７月の農業委員会定例総会の開催予定ですが、７月27日火曜日午後１時30分から、

この全員協議会室で開催したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

オリンピックの期間でここ４連休になっているので、月曜日はずらして火曜日にさ

せてもらいます。 

 

議  長： そういうことで、７月27日１時半から開催することにいたしますので、よろしく

お願いします。 

 

◇ その他（３） 

議  長： 次に、その他（３）について、事務局、６月の支払いと１・１・１、お願いしま

す。 

 

事 務 局： 【説明】 

 

議  長： これらの件につきまして、何かご質問ございませんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 質問がないようですので、その他につきまして終わりたいと思います。 

 

◇ 閉  会 

議  長： 以上をもちまして、本日の会議を閉じたいと思います。貴重なる審議を賜り、あ

りがとうございます。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

 

 

 

令和３年６月25日 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

委  員 


