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令和３年度第４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７月27日（火）午後１時30分から２時56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（13人） 

   会長     11番 坪田 清孝 

   会長職務代理 ７番 丸谷 浩二 

   委員     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 

15番 南坂 覚則 

16番 澤田 宗男 

４．欠席委員（３人） 

   委員     １番 谷川 聡志 

２番 長谷川太佑 

９番 吉村 重夫 

 

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 現況証明額について 

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 

議案第５号 農地中間管理事業に係る農地利用集積計画の決定及び農地利用配

分計画（案） 
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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 

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）８月の農業委員会定例総会開催予定について 

（２）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： それでは、令和３年度第４回の農業委員会総会を始めさせていただきます。本日

は総会終了後に運営委員会を開催させていただきますので、運営委員の皆様には総

会終了後もお残りいただきたいということでお願いいたします。まず最初に会長よ

り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21

名です。１番谷川委員、２番長谷川委員、９番吉村委員、推進委員の八木委員から

欠席の届出が、推進委員の朝倉委員から遅刻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。 
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◇ 議事録署名人の指名 

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、

７番丸谷職務代理者、10番北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、１件の申請がございました。 

 番号１番につきましては、譲渡人は花乃杜にお住まいの〇〇〇〇さんでございま

す。譲受人は山十楽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929㎡、畑3,187㎡でございまして、耕作人員は２名、申請農地は山十楽地係の

畑907㎡でございます。贈与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。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： それでは、議案第１号番号１番について、地元の担当委員の説明を求めたいと思

います。14番森川委員、お願いいたします。 

 

14  番： 今、事務局の説明のとおりでございますが、もう少しお話ししますと、〇〇〇〇

さん、これは当初、畑907㎡を受けたわけですけど、もう管理ができないというよう

なことで、〇〇〇さんのほうへお渡ししたということです。〇〇〇さんにつきまし

ては、今後、責任を持って管理するということで特に問題はないと思います。 

 

議  長： ありがとうございました。それでは、これらの案件について、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。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。 
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   （全員挙手） 

 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： 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。４ページをご覧ください。 

 今回、案件としては１件の申請がございました。 

 番号１番、２番につきましては、譲渡人は市姫二丁目にお住まいの〇〇〇〇さん

ほか１名、譲受人は大溝二丁目にお住まいの〇〇〇さん、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二丁目地係の２筆で、登記地目はいずれも畑、面積

は合計で270㎡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、譲受人は所有権を移転し、申請地に住宅を建築したいとのことでご

ざいます。権利の種類につきましては所有権の移転で、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

５ページ、計画図につきましては６ページ、７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を求めたいと思います。

番号１番について、８番森委員、お願いいたします。 

 

８  番： 事務局説明のとおり、住宅地の間にぽつんと残っているような場所でありまして、

許可しても全く支障ないと思います。 

 以上です。 

 

議  長： ありがとうございます。本件につきまして、本日現地調査を行っておりますので、

調査委員を代表しまして、10番北委員、調査結果の報告をお願いします。 

 

10  番： 今日午前中、事務局と現地を調査いたしまして、ただいま事務局が説明をしまし

たとおり、特別問題がないように思います。 

 以上です。 

 

議  長： ありがとうございます。この案件につきまして、何かご質問ございませんでしょ
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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。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、県に進達するものといたします。 

 

◇ 議案第３号 現況証明願について 

議  長： 続きまして、議案第３号「現況証明願について」を議題とします。事務局の説明

を求めます。 

 

事 務 局： では、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。９ペー

ジをご覧ください。 

 今回、案件としては１件の申請がございました。 

 番号１番につきましては、申請人は坂井市三国町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北潟地係の１筆で、面積は1,249㎡、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49年頃に申

請者が購入した土地であるが、その後耕作が放棄され山林原野と化し、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10ページをご覧ください。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： それでは、地区担当委員の説明を求めます。番号１番について、５番辻下委員、

お願いします。 

 

５  番： お答えします。現地は現況でいうとレベル２からレベル３ぐらいの状況であり、

現況証明の申請は妥当と考えます。ただ、これ以後のことは何か、この地面より、

305号線に意外と近いところにあるんですが、〇〇〇〇さんが砂取りをした場所、そ

の間に富津の１件持っている人がいて、ここも含めて、どうも業者が購入する形が

あるみたいです。それは僕は現況をつかんでいても何も言えないんで。ただ、情報

としてだけ伝えておきます。 

 以上です。 

 

議  長： 本件につきまして本日現地調査を行っておりますので、調査委員を代表しまして

10番北委員、調査結果の報告をお願いします。 
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10  番： この件に関しましても、ただいま事務局からご説明をいただきましたとおり、特

別問題がないように思います。 

 以上です。 

 

議  長： 本件について、何かご質問ございませんでしょうか。 

 

６  番： これ、僕もちょっと知っている人から話聞いたんですけど、何か産廃業者に渡る

ようなことも聞いてるもんで、これが広がると具合悪いんでないんかなと思うんや

けど。これ、何かはっきりさせてもらえんやろかの。 

 

事 務 局： 何をはっきりさせるという。 

 

６  番： この後の。 

 

５  番： 畑を山林に変えるということでしょう。 

 

事 務 局： そうです。 

 

５  番： そうでしょう。山林になると誰でも買えることになる。 

 

事 務 局： おっしゃるとおりで。 

 

６  番： そういう形にして渡るということやね。 

 

議  長： ちょっと聞きたいんですけども、この土地というのは国営で造成した農地じゃな

いんですか。 

 

事 務 局： ここは土地改良の換地処分を受けている土地になっています。 

 

議  長： だから、第１種農地でしょう？ 

 

事 務 局： 第１種農地に該当するかと思います。 

 

議  長： これをこのまま現況証明で非農用地にすること自体に、土地改良区自体は何の問

題も持ってないんやろか。 
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事 務 局： この土地に関しましては、土地改良区に除外決済金を支払いしまして。 

 

議  長： だから、除外決済金をもらえば土地改良区は何でもこれからいいと言うんだろう

かということ。そうなれば、今、国が推し進めようとしている、もう荒廃した農地、

農地に戻らない農地は全部農地から除外せいということが可能になってくる。第１

種農地であっても。そこは、土地改良区の事務局と農業委員会の事務局と何か話し

合った経緯はあるんだろうか。 

 

事 務 局： 土地改良区に対しては、現況証明の申請があった時点で情報は提供させてもらい

ましたし、ここ、農振農用地は外れていたんですね。どっかのタイミングか何か知

らないんですけど。農振農用地は外れてるんで、我々の現況証明の基準には該当す

るのかなという話になりまして、それで現況証明の話は進めさせてもらっています。 

 

議  長： 多分これ、昭和49年に買っていると思うんですけども、農振農用地外れたという

よりも、基本的にここを〇〇〇〇が買って、はっきり言うと木が植えてあったんじ

ゃないんかなと思う。逆に農地としてのあれからいうと、本来、庭木を置いたんや

と思うんだけども、そういう関係で農振農用地を外したんだろうと思うけれども、

本当にこれ、いいんだろうかなという。 

 

事 務 局： ここについては農振農用地の縁辺部という話になるんで、ど真ん中の土地ですと、

どう考えても周りの営農に支障があるんで、我々も、ここはどんなに荒れていよう

が農振、もともと農振農用地は現況証明しないんですけど、そういう話にはなるん

ですけど、ここは縁辺部という話もありますし、農振農用地はどっかのタイミング

で外れていたというのがありますので、ほかと区別するようなことはできないかな

と思いまして、事務を進めているような感じなんです。 

 

議  長： そういう判断で行くんやね。 

 

６  番： 僕も話聞いてみて、今、地目変更だけで話が進んでるけど、ここ、広がりようが

あると思う。産廃業者が買うて、広がりがまたあちこちってなってくるとおかしく

なるんでないかなという心配があるもんやで言わしてもらった。 

 

議  長： これ、農地から除外しちゃうと、基本的にもう農地の買収でないから農業委員会

通らないんだよな。 

 

事 務 局： そうです。こういうのも農地法に該当する農地としてはもう取り扱わないという
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ことになるんで、農業委員会はもうタッチすることはしない土地になるということ

です。 

 

５  番： 竹内委員の広がりの問題でいうと、今、ここを買っているのは〇〇〇〇という北

潟の一番入り口の、昔、〇〇〇〇という社屋、建物があるんやけど、そこに今入っ

てる、煙出てるところのもうちょっと北潟寄りのところ、北潟へ下りていくときに

急な坂がある。あの曲がり角に、左曲がりの。 

 

議  長： 木、燃やした。 

 

５  番： 木、燃やしたとこより北潟寄りに。 

 

議  長： 北潟寄りか。 

 

５  番： うん。ちょうどあそこに〇〇〇〇工務店という看板立ってたとこを今買って入っ

てるみたい、〇〇〇〇が。今、こことは別に、北潟で事業失敗して、土地の整理や

ら、それにかかった人間がいて、そこを今借りて、取りあえず５反分か６反分ぐら

いを５年ぐらいかけて、現況、レベル４ぐらいのところを広げて果樹か何か作ろう

としている。それで、自分たちが権利を取って農地も買いたいという道筋を今つく

ろうとしているみたい。これとはまた別の話で。これも含めて、逆に言ったら、こ

れはもう農地外れてしまえば形的にはいつでも買えるわの。さっき言った、これと

305号線、意外と近いんやけど、305号線にあと２枚ほど、２筆ほどあるんやけど、

そこを含めてみんな砂取った後も買う。それはもう、これが通れば、先にまず売買

契約が成立するんやと思う。 

 

議  長： 目的は砂取りではないんか。 

 

５  番： ではない。ただ分からん。やってることは産業廃棄物やで。もともとのやってる

のはの。 

 もう１つは、土地整理関係で坂井北部の賦課金が100万円近く滞っているわけだ。

今、土地を耕作してほしい人は。半分売るみたいな形というんか、売ることを前提

に全部それを始末してくれと、金を。その代わり権利取って、どれぐらいかかるん

け？ 例えば５反分か６反分、小作ずーっとしてて自分のもんにしようと思うと。

農業委員会に通してしようと思ったときに。それまでの権利を今つくりたいという

んで、今ぼちぼちやりにかかってるし、今、草刈りも全部やってます。 
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６  番： だから、何に使用するかがわからんと後々問題になっていくような感じじゃない

かなと思う。 

 

事 務 局： あと、国の考え方なんですけど、これからのあれなんですけど、もう農地に再生

できないような農地は積極的に農地から外してくださいねというのが国から来てい

るのがありまして、もう再生できないのじゃ、非農地証明を農業委員会から関係方

面に発出して、ここは農地法に関する農地から外しなさいねというのが、やってい

けというようなのが来ているのが事実なんです。それが関係しているのは、国は

2050年にカーボンニュートラルという政策を打ち出してまして、もうそういう農地

法の縛りを受けない土地を増やして、太陽光とかほかの使える土地にしてください

ねというようなのもあるのはあるんです。 

 

議  長： でも、ここで例えば太陽光なんか造ったとしたら、雨水対策やら何やら。この下、

崖やでな。 

 

事 務 局： ここで太陽光を造るかは分からないですけど。 

 

議  長： それはいいんやけど、問題は、将来何か変な用途に使われるのに疑問があるんや

ろ？ 

 

５  番： 私のところに来たときは紹介者の不動産屋と一緒に来たんやけど、そのときには

買うときの念書というんかな、そんなのあってないみたいなもんやけど、〇〇〇〇

さんというのはもともと北潟で砂取りをしていた会社だったんや。そこから買った

ときも、いわゆる産業廃棄物系統は持ち込みませんという、一応そこの会社との売

買契約の中で念書は持たせている。それから、北潟の一時期、〇〇〇〇さんの秘書

してた〇〇〇さんが持ってた土地もあったんや。その人のは今こっちには誰もいな

いで、勝山にはいるんやけど、その人の土地を買う念書についても、一応そういう

ことはいたしませんという念書は入っていました。入っていたというだけの話。だ

から、それはしないという条件の中で土地の売買契約は結んでいると。今、ここに

なっていた土地から305号線に、南方面というんかな。 

 あと、ちょっと言い忘れましたけども、土地を借りて今、草刈りをしているとい

うことなんで、地元の富津の農家組合長さんと私が行ったら草刈りしてたもんやで、

〇〇〇〇の社長さんとその奥様がいたもんやで、とにかく地元の者とトラブルは起

こすな、お盆過ぎになるとサツマイモの収穫が始まるから、お盆ぐらいまでには大

体、土地の草刈りとか、重機入れて木抜くんなら全部始末してくれと、そういうお
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願いはしておきました。向こうもそれは分かりましたと。何かあったら、とにかく

農家組合長の〇〇〇君と相談をしてくれと。あと、富津はイノシシ防止の電気柵と

か金網とか張ってあるんで、その辺、草刈りしたときに広がっていくんで、その後

の設置についてもちゃんと相談してイノシシが入らんようにしてくれということで、

立会いでお願いしたら分かりましたというふうに向こうはおっしゃっていたんで、

それは信用してもいいと思います。 

 

議  長： 竹内さん、そういうことや。 

 

６  番： 追跡だけ。 

 

議  長： 経緯は見てみないといけんかな。 

 

６  番： 野放しにせんと追跡だけしてもらえれば。 

 

議  長： ここは坂井北部の補助金がかかっているところやけども、農振除外されていると

ころだという前提の下に、今回、現況証明でこういうことを許可するということで

いいんか。 

 

事 務 局： こちらの現況証明の基準には合致しています。 

 

議  長： そういうことやな。ほかに何かご質問ありませんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 ないようでしたら、この土地についてはまた全般的に、ほかの農地もあると思う

んですけども、経緯を見守っていくというような形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 

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」、ご説明させていただきます。11ページをお開きください。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
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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。 

 12ページにお進みください。公告予定日につきましては令和３年７月30日金曜日

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14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18筆、２万4,159㎡、使用貸借が１筆、

3,400㎡でございます。期間別内訳でございますが、３年の畑が４筆、8,331㎡、６

年の畑が１筆、1,000㎡、10年の田が６筆、１万119㎡、畑が８筆、8,109㎡でござい

ます。 

 13ページをお開きください。集落別内訳については、二面の畑が５筆、中番の田

が１筆、北潟の畑が３筆、番堂野の畑が５筆、古屋石塚の田は１筆、矢地の田が４

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１件申請がございまして、面積は5,090㎡ございました。嘱託登記の請

求もございました。 

 14ページにお進みください。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。譲渡人は坂井市丸岡町にお住まいの〇〇〇〇

さんでございまして、譲受人は中番にお住まいの〇〇〇さんでございます。申請地

は中番地係の田、5,090㎡の１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８月10日でございます。土地の対価につきましては127万

2,500円でございます。対価の支払基準は令和３年８月10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。 

 15ページをお開きください。２番につきましては、借受人は〇〇〇〇でございま

す。中番の田１筆でございます。利用目的は水稲で貸借権の設定、賃借料は10ａ当

たり米１俵相当額でございます。期間につきましては令和３年９月１日から令和13

年８月31日まででございます。新規設定でございまして、用水費は借主負担でござ

います。 

 ３番につきましては、借受人は北疋田にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。

古屋石塚の田１筆でございます。利用目的は水稲で使用賃借権の設定でございます。

期間につきましては令和３年８月１日から令和13年７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。 

 ４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４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８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。 

 16ページまでまたがっております５番から８番につきましては、借受人は〇〇〇

〇でございます。二面の畑５筆でございます。利用目的は５番は野菜、６番から８

番はソバで賃借権の設定、賃借料は10ａ当たり5,000円でございます。期間につきま

しては、５番は令和３年８月１日から令和９年７月31日まで、６番から８番は令和
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３年８月１日から令和６年７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。 

 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１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８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。 

 17ページをお開きください。10番、11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８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。 

 18ページまでまたがっております12番から15番につきましては、借受人は〇〇〇

〇でございます。番堂野の畑５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8,000円でございます。期間につきましては令和３年８月１日か

ら令和13年７月31日まででございます。再設定でございます。 

 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

求めたいと思います。番号１番について、12番伊藤委員、お願いいたします。 

 

12  番： 〇〇〇〇さんは中番で法人組織を持っている代表ということで、別段問題はない

と思います。 

 以上です。 

 

議  長： ありがとうございます。番号２番から15番につい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。番号５番から８番につい

ては〇番〇〇〇〇委員が関係しておりますので、まずそれらを除く１番から４番、

９番から15番について採決をさせていただきます。 

 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」、賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 
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 全員です。よって、決定することといたします。 

 〇〇〇〇さん、退席をお願いします。 

   （〇番〇〇〇〇委員退席） 

 それでは、番号５番から８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。 

 入ってください。 

   （〇番〇〇〇〇委員着席） 

 

◇ 議案第５号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定及び農用地利用配分計画

（案）に対する意見について 

議  長： 次に、議案第５号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定及び農用

地利用配分計画（案）に対する意見について」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５号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定及び農用

地利用配分計画（案）に対する意見について」、ご説明いたします。19ページをお

開きください。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、

農業経営基盤強化促進法第18条の規定によりその決定を求めるとともに、農地中間

管理事業の推進に関する法律第19条第３項の規定による農用地利用配分計画案に対

する意見を求めます。 

 20ページにお進みください。公告予定日につきましては令和３年７月30日金曜日

でございます。貸手につきましては３人でございます。利用権設定面積は、賃貸借

が14筆、２万1,910㎡でございます。集落別内訳は、布目の田が１筆、南金津の田が

１筆、中川の田が12筆となっております。 

 21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、布目の田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当たり米60kgでございます。耕作予定者は〇〇〇〇でございます。 

 ２番につきましては、南金津の田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１万4,000円でございます。耕作予定者は〇〇〇〇でござ

います。 

 ３番につきましては、中川の田12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１万2,000円でございます。耕作予定者は〇〇〇〇でござい

ます。 

 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。本案について、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。 

 議案第５号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定及び農用地利用

配分計画（案）に対する意見について」、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。 

 

◇ 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： 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。22ページをお開きください。 

 今回、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

につきましては椚地係の田で、面積につきましては1,144㎡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23ページ、計画図につきましては24ページ、25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滝地係の畑で、面積につきましては2,231㎡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26ページ、計画図につきましては27ページ、

28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大溝一丁目地係の畑で、面積につきましては100㎡でござ

います。内容につきましては、放送通信設備及びＵＰＳ（無停電電源設備）の設置

でございます。場所につきましては29ページ、計画図につきましては30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をお願いいたします。ま

ず番号１番について、10番北委員、お願いいたします。 

 

10  番： ただいま事務局が説明したとおりでございまして、特別問題はないように思われ
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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、７番丸谷職務代理者、お願い

いたします。 

 

７  番： 今ほどの１番の説明と同じでございます。畑の隅に電柱が１本立つというような

形で思っていただければと思います。特に問題はないと思います。 

 

議  長： ありがとうございます。次に、番号３番について、８番森委員、お願いいたしま

す。 

 

８  番： これにつきましても、事務局の説明のとおり問題ないと思います。 

 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。番号１番につ

いては、７番丸谷職務代理者、お願いいたします。 

 

７  番： 本日午前中、北委員、坪田会長、私と事務局１名で現地を視察してまいりました。

先ほど説明のとおりでございまして、特に問題はないと思います。 

 

議  長： ありがとうございます。続いて、番号２番、３番について、10番北委員、報告を

お願いします。 

 

10  番： ２番と３番につきましても、ただいま事務局が説明したとおり、特別問題がない

ように思われます。 

 以上です。 

 

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

か。 

   （質問、意見なし） 

 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。 
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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。31ページをお開きください。 

 今回、11件の届出がございました。 

 １番につきましては、国影の田９筆、畑５筆でございます。権利取得者は国影に

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１月23日で、相続に

よる所有権の移転でございます。国影の田８筆は〇〇〇〇が耕作し、畑１筆は〇〇

〇さん、畑１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。 

 32ページにお進みください。２番につきましては、矢地の田11筆、畑４筆でござ

います。権利取得者は市姫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３月２日で、相続による所有権の移転でございます。矢地の田１筆は〇〇

〇〇さんが耕作し、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、角屋の田４筆でございます。権利取得者は角屋にお住まい

の〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和２年２月３日で、相続による所有

権の移転でございます。〇〇〇〇が耕作するとのことでございます。 

 33ページにお進みください。４番につきましては、椚の畑２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。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、北潟の畑２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。権利取得日は令和３年６月20日で、相続による所有

権の移転でございます。北潟の畑１筆は自己管理し、畑１筆は〇〇〇さんが耕作す

るとのことでございます。 

 ６番につきましては、牛ノ谷の田５筆、畑４筆でございます。権利取得者は神奈

川県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６月28日で、

相続による所有権の移転でございます。牛ノ谷の田１筆は〇〇〇〇さん、田２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。 

 34ページ、35ページまでまたがっております７番につきましては、菅野の田17筆、

畑７筆でございます。権利取得者は菅野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３月４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。 

 ８番につきましては、牛山の田１筆でございます。権利取得者は茨城県にお住ま

いの〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和３年５月７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。 

 ９番、10番につきましては、角屋の田３筆、畑１筆でございます。権利取得者は

角屋にお住まいの〇〇〇〇さんでございまして、10番については持分のみの権利取
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得でございます。権利取得日は平成24年10月９日で、相続による所有権の移転でご

ざいます。田につきましては〇〇〇が耕作し、畑は自己管理するとのことでござい

ます。 

 36ページにお進みください。11番につきましては、春宮一丁目の田３筆、畑１筆、

高塚の田１筆、畑２筆でございます。権利取得者は高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３年２月18日で、相続による所有権の移転でござ

います。高塚の畑１筆は〇〇〇さんが耕作し、ほかは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。それでは、本件につきまして、何かご質問ございません

でしょうか。 

 神奈川県の自己管理すると言っていたやつは、小さいところはどうやって管理す

るんや。 

 

事 務 局： 誰かに貸しているかもしれないし、貸してないかなとは思うんですけど、業者さ

んに頼むのかもしれないですし、詳しいところまでは聞いていないんですけれど、

自己管理するということで。 

 

議  長： 自己管理するというのは畑だけか。 

 

事 務 局： 基本的に畑だけというふうに思っているんですけれど、田んぼは〇〇〇〇さんと

〇〇〇さんに貸しているので。基本的に畑のほうを自己管理というふうに考えても

らえばと思います。 

 

議  長： たまに帰ってきて草刈るんかね。 

 何かご質問ほかにないでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 質問がないようですので、報告第２号を終わりたいと思います。 

 

◇ 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」を議題といたします。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。37ページにお進みください。 
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 今回、７件の届出がございました。 

 １番につきましては、中番の田１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番から４番につきましては、北潟の畑３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、二面の畑２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。 

 ７番につきましては、二面の畑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、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： 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： 次に、その他（１）、「８月の農業委員会定例総会開催予定について」につきま

して、事務局の説明を求めたいと思います。 

 

事 務 局： ８月の農業委員会定例総会ですが、８月26日木曜日の午後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。よろしくお願いいたします。 

 

議  長： それでは、８月の定例会は８月26日木曜日午後１時半から開催することといたし

ます。よろしいでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 

◇ その他（２） 

議  長： 次に、その他（２）のその他について事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： 【説明】 

 

議  長： この件につきまして、何かご質問ございませんでしょうか。 

 

16  番： 〇〇〇〇が７月いっぱいで撤退するというようなことをちょっと聞いているんで

すけど、新たに何か四国の株式会社がそれを請け負うみたいなことは言うてますけ

ど、どんな業者がどうのこうのっていうんでなくて、私が外から見てたときに、割
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と〇〇〇〇、順調にやってるんかなと。外から見てね、見てたんですけど、従業員

が挨拶に来たときに、四、五年前からもう赤字になってたんやとか何とか言うてて、

ここ何年ずっと企業が入ってきてますけど、みんな徹底してるんやね。どう考えて

るんかなと思って。企業というのはちょっとあかんようになったらすぐぱっと撤退

してまうから。個人は精いっぱい、もっと努力しよう努力しようとしてくれるけど、

危ないなと思ったらさっと逃げてってまいますので、どう考えてるんかなと。 

 

議  長： その件でちょっとご説明させていただきたいなと思いますけども、〇〇〇〇さん

の撤退というのは、こんで２回目の話が出たんですけど、１回目は神戸の新聞にま

で撤退騒ぎが出たというようなこともございます。あそこは商社でありまして、社

長が代わるたんびにこの話が実際出てくるんですね。ああいう会社の場合、トップ

が代わると前任者の影を残したくないというのがどうもあるみたいで、前回も社長

が代わった時点で１回撤退の話が出ました。でも、それは補助事業等も受けてござ

いましたんで、それはそのまま継続してやりますということになったんですけども、

今回また社長が代わったというようなこともございまして、農業部門から足を洗い

たいということで話が進んだみたいです。 

 それといっては何ですけども、その後に〇〇〇〇さんの、大手ですので、やはり

後ろ足で砂かけて逃げてくわけにはいかんもんで、〇〇〇という社長、〇〇〇〇と

いう会社なんですけど、香川の業者です。そもそも香川でも30haぐらいの水田でキ

ャベツを作っている業者で、香川以外にも宮崎とか、そういうところでキャベツを

やっておりまして、今回北陸で〇〇〇〇さんの跡を受けてキャベツ栽培をやりたい

ということで参入してくる業者でございます。地元説明会が今日あるんだよな。地

権者説明会が今日あることになってます。それで、〇〇〇〇さんの事業をそのまま

継承しますということで確約はもらっております。今後どういう具合に経営してい

くのか、今ある〇〇〇〇さんが使っている施設は、全て会社が引き受けるというよ

うな話を聞いています。そこにある農機具も全部使うというような形かなと思うん

ですけども、先ほど澤田委員さんが言ったように、畑でなかなか企業が参入してき

てうまくいかない１つの大きな理由というのは、やはり規模の割に社員数が多過ぎ

るというのがどうしても見えてくるんですね。ある程度経営が順調になってから整

備をしていくところが、もう一気に整備しちゃって、それの資産が運営していく中

で赤字になってくるというところもあるのかなという具合に考えています。 

 今後、その辺も、今回入ってくる〇〇〇〇の会社とも、地元と連携を取りながら

タイアップしていったらいいかなと思いますので、またその節はよろしくお願いし

たいなと思います。 

 この件につきまして、何かほかありますか。 

 どうも今の〇〇〇〇という会社は、キャベツがメインなんだけども、今まで水田
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でやってきてるんで、水田の転作の奨励金、補助金をちゃんともらって運営してき

ているというところがあるんですね。今回、畑地で農業をやるという中ではその補

助金が当てにならんよという話、補助金はないよという中で、どうも今、キャベツ

オンリーで行きたいような感じなんですけども、少し大根もやっていきたいという

ことで、基本的に露地中心の農業体系になるのかなという具合に考えています。キ

ャベツも全部加工用だけじゃなしに青果用も出していきたいというような話を聞い

ています。 

 

事 務 局： 少し補足しますが、経営の移譲ではなくて株式の譲渡ということで、社長が入れ

替わるというような、そういうイメージで。 

 

議  長： 社名も変わるんか。 

 

事 務 局： 社名も変わるんですけど、社名と社長が入れ替わるということで、施設とか利用

権とか、そういう権利関係はそのまま一緒という話になるので、よろしくお願いい

たします。 

 

16  番： そんなんでうまくいってくれりゃいいけれど、社名と社長だけ入れ替わりますっ

て言いながら、従業員は１人しか残らんのやの。〇〇〇〇で働いてきていた従業員

は話によると１人しか残らんという感じやさけ、何か話を聞くと、外国人を使って

やるんやとか何とかという、人件費を抑えようと考えているんやろうと思うけど。

よう見ていてください。 

 

議  長： そういうことなんで、できるだけ農地を荒らさないように、やはり耕作する農業

者を地域で確保していく必要があるのかなという具合に思います。今日のこの作物

別比較表を見てもちょっと分かりづらいなと思うんですけども、本来いうと、色分

けした図面なんかがあるともっと見やすいのかなという具合に思います。区域がは

っきり分かれてくるんで。果樹の区域と、それから露地野菜の区域だとか、例えば

いろいろな野菜、芝の範囲だとかというのが見えてくるんで、もうちょっと工夫し

た図があるといいなと思います。次の年でもいいし。ただ、基本的に、丘陵地の畑

作の問題というのはブロック単位で物事を考えていかないと、全部プールでみそも

くそも一緒に丘陵地一本化して話しする話では決してないだろうなという具合に思

っています。やはり作物別だとか集落別だとかで１回ブロックを分けて議論をして

いきたいので、何か分かるような図面があるといいなという具合に思います。 

 この件につきまして、何かご質問、ほかにありませんか。 
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堀川推進委員： このデータは調査に農協も参加しているんだと思いますけども、例えば、私

も柿をやっていますけど、柿も実際、30町近くですけど、販売に供されているのは

18町ぐらいしかないんですね。あと残り12町ぐらいはどういうカウントをされたか

ということが、行政ではなかなか分からなくても、ＪＡのほうで販売に供されるも

のであればそういうものに参画していただくということで、できるだけこういう実

績を活用して生かしていくということをしていかないと調査だけで終わってしまう

可能性があるんで、できたら農協のほうにも示していただいて販売を拡大していた

だくということもお願いしたいと思います。 

 

事 務 局： 農協とかも資料を提供させてもらいます。 

 

議  長： 農協の職員は応援やとしか思っていません。考え方を根本的に変えないと駄目だ

と思います。 

 

事 務 局： ２か月に１回会議があるので、そんなときにちょっと説明させてもらいます。 

 

堀川推進委員： できるだけ細かく、福井県農協になっても、いいところはつないでもらうと

いうことでお願いしたいと思います。 

 

議  長： これ、また連絡会等で話ししてください。そういうことで、堀川さん、よろしく

お願いします。 

 ほかにないようでしたら次の議題へ行きたいと思います。お願いします。 

 

事 務 局： 【説明】 

 

議  長： 今、事務局から説明があったかなという具合に思いますけども、問８、問９、そ

れから、その後、これからの現状、将来性について考えてみると、後継者もいない、

ある程度、早く後継者をつくって担い手を育成していかないかんというのが、これ

からのあわら市の農業の方向性だという具合に考えています。 

 その辺につきましては、今後、皆さんと共に、どうやったらそういう後継者を育

てていけるのかというのを本当に大きな議題として論議していかないかんのかなと

いう具合に考えていますし、もっともっと話す機会を増やしていきたい。当然、後

継者を育成するとか後継者を育てるという意味でいきますと、それははっきりいう

て農地を守るという観点から、もうかる農業へシフトしていかないと後継者は育っ

ていかないという具合に考えています。今までは農地を守ることに全力を注いでき

たような感じなんですけども、これからの農業はやはり農業で食っていけるような
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もうかる農業への体制の移行というものを重視していきたいなという具合に考えて

いますので、またいろいろご意見を聞かせていただきたいなという具合に思います。

よろしくお願いしたいなと。 

 

林推進委員： ここで言っていいんか分かりませんけども、スマート農業という今、福井県が

取り組んでいる農業があるんですけども、クボタとか井関とか、デモがありますよ

ね。先般やったのはスマート農業で、要するに機械が、もう無人化ですよね。そこ

で、200万かかるんですけども、坂井市は100万の補助があると。あわら市は100万の

補助がないと。同じ地区におって、補助金があるなしで全然取組方も違うんですね。

今この状態を見ても、後継者を育てる場合に、ある程度そういった県の農業の方策

に乗った事業を推進するならば、そういった補助金の面においても何らかの、あま

りにも坂井市で農業している人が優遇されてあわら市の農業者は優遇されてないと

いう、隣にあってそういう状況が生まれるというのは、我々農業に従事していても

物すごく不安やなという。あわら市は農業どうでもいいんかなというような形にな

ってくると思うんですね。ここで言うのもあれなんですが、とにかくそういった差

があることも農業従事者の衰退につながっているんでないんかなと私は思います。 

 以上です。すみません。 

 

議  長： 非常にありがたいお言葉ですけども、財政的に苦しいというのが一つ大きな理由

なんだろうと思うんですけども、そもそも、我々、芦原町と金津町が合併した当時

も、あわら市というのは財政が非常に苦しかった。そこで考えたのが、国の補助金

をいかに活用していくか。そうしないと農業者を救っていけないという中で、１つ

は、あわら市は国の当時の品目横断的な対応の中で、集落営農で補助金をもらって

いこうとか、そういうような動きを進めたし、農地・水で金を集めたりということ

で推進してきたわけですけども、当時の坂井市は、合併してもその品目横断の政策

に乗っていかなかった。その点では、坂井市が逆に大分遅れたのかなという感じは

見受けられますけれども、今もやはりあわら市は財政難かなという中で、今度は農

業者自らが知恵を使って何かいい方向性を探っていかないと、金だけはついてこな

いだろうなと思っているんで、できるだけ国、県の補助金を活用しながら政策を組

んでいくようなことを考えていかないといけんかなという具合に思っています。本

来なら、うん、分かったよと言ってくれるような市長を選べばいいんですけどね。

来年また市長選あるんで。 

 

15  番： 前にも言ったかもしれませんけど、園芸カレッジの新規就農者がもしもどこかへ

就農したいと言うと、多分会社関係を優先してあっせんしているというか、そちら

のほうへ回して、個人経営のところで、どうですか、１人受け入れてもらえません
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かという一言もないというのはあるんですけど、例えば園芸カレッジ生で、補助金

もそうなんですけど、45歳以下の人を受け入れたら農の雇用の制度を使えますよね。

そういう制度を使って２年間教育して独立させるとか、あるいはそのまま後継者と

してやっていくという方法もあると思うんですけど、そういったことって今までに

ないんじゃないんでしょうかね。 

 

議  長： 今、40歳以下やったら青年給付金が当たるので、農の雇用よりもそっちのほうが。 

 

15  番： 雇う側。 

 

議  長： 雇う側じゃなしに、それは雇う側に金が入るんやけども、ちゃんと給料。 

 

15  番： そのまま出すんだけど、そこの経営を行く行く任せていく場合には、経験がない

と駄目ですよね、そこは。 

 

議  長： だから、それは農の雇用でもいいし、逆に就労給付金を活用してもいいんです。

どっちでもいいんですけども、就農給付金を活用したほうが得かなという感じはし

ます。 

 

15  番： 新規就農者にしてみれば？ 

 

議  長： うん。 

 

事 務 局： でも、個人の農家でも農の雇用を使っている方はいるんで、使えんことはないの

かなとは思うんですけど。 

 

15  番： だから、後継者不足といっても後継者がいるところもあるということですよね。 

 

議  長： それと、農の雇用を使おうとすると、保険とか何とかいろいろ関係するんで、そ

こもある程度企業化していかないと難しい面がやっぱり出てくるんですよね。 

 

15  番： だから企業に優先している。 

 

事 務 局： 条件に合致するのはどうしても企業のほうが多くなっているということかなと思

うんですけど、個人の農家ですと第３親等とか親戚とかのそういう縛りもあります

し、自分の子供を雇うとかそんなのは駄目なところがあるんで。 
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議  長： 1,000万持ってないでしょう。やりたい人。農業やりたいってカレッジ来ている子

なんて、言うて悪いけど、自己資金ゼロだ。自分で機械買ったりなんかして新規で

就農していくというのが本来の目的やったのですけども、あした飯が食えないとい

うような人たちを食わせないかんわってなると、企業への就職が優先しちゃうとい

うのが実態かなと。 

 

15  番： 続いているんでしょうか。 

 

議  長： 続いてへんでしょう。ただ、農の雇用１回使うと、その後はもう二度と農の雇用

は使えないんで。Ａという会社へ行っていて農の雇用を使いました、次、Ｂという

会社へ行きましたといったら、もうＢの会社では農の雇用は使えないので。だから、

農の雇用を使うタイミングというのは非常に厳しいものがあるかなと。 

 

15  番： でも、株式会社といっても個人経営でしょう、大体。家族経営でしょう。 

 

議  長： そうですね。で、株式にしているところが結構ありますよね。 

 

15  番： 後継者として育てて。       

 

議  長： そうですね。ネギの農家なんかみんなそうやっていますね。 

 何かほかにありませんか。時間も押し迫ってきているんですけども。 

 

堀川推進委員： 先ほどのアンケートの農地・水の絡みですけども、皆さんも記載、調査に協

力したんだと思いますけど、一番私が気になったのは、何か設問の仕方が悪いなと

思っていますけど、集落営農に参加している構成委員はどういう答えを出していい

んかというのが分からないようなアンケートやね。アンケートというのは、ある程

度故意的に方向性を示す内容も若干あるんですけども、どっちの方向に行けばいい

んか分からんような内容がたくさんある感じがします。どの地区を見ても同じと思

ったんですけど、問い16の集落営農や農業法人等で果たす役割、これ、どこの地区

を見ても、大体60ぐらいが集落営農にして個人が三十幾らと。丸谷さんも分かると

思うけど、細呂木地区に個人で33％もいるんかなって。設問に答えている内容がお

かしいのではないかと私自身書いていても思ったんですけど、もう少し調査する方

が、現状か、また、現状からどういう方向に行ってほしいんだけど皆さんはどう考

えていますかねというところの意向がはっきりしていないよね、調査の取りまとめ

が。恐らくこれ、活用できないと思いますわ。調査結果が。どの地区も同じだろう
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と思いますけど、何かよく似ています。そういう点もちょっとまた考えてみてくだ

さい。 

 

議  長： これ、最初に指摘したんですけども、アンケートをつくる職員もそこら辺はなか

なか理解しづらい面があるんで、やむを得んかな、この程度かなということで進め

たというところはあるんですけども、一番最初に出たとき、もっと質問がまともで

なかったんです。まだ読めるようになったかなと思います。 

 

堀川推進委員： 集落営農という、なかなか集落にそういう組織化は難しいと思いますけど、

株式会社でもいいんですけど、やっぱり集落を担っていく個人なり組織が育ってい

かないと農業は難しいと思いますわ。個人がぽーんと入ってやれるような農業はな

かなかね。今、企業の問題も言われておりましたけども、企業は赤字になったら撤

退しますんで、そこら辺もう少し検討する機会がありましたらまたお願いしたいと

思います。 

 

◇ 閉  会 

議  長： それでは、あと質問がなければ、これで閉会とさせていただきます。本当に長い

間ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

令和３年７月27日 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

委  員 


