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令和３年度第６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９月28日（火）午後１時30分から２時37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 

   会長職務代理 ７番 丸谷 浩二 

   委員     ２番 長谷川太佑 

３番 長田奈津子 

４番 林  惠子 

６番 竹内 和之 

８番 森  雅規 

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 

５番 辻下 義雄 

10番 北  廣見 

 

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５条の規定による許可申請について 

議案第２号 現況証明願について 

議案第３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４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） 

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）10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： 皆様、お疲れさまです。 

 皆様もご承知かと思いますが、去る９月８日に、農業委員の吉村委員がお亡くな

りになられました。総会に先立ちまして、１分間の黙祷をさせていただきたいと思

いますので、皆様、恐縮ですが、ご起立のほうをお願いいたします。 

 では、黙祷。 

   （黙祷） 

 黙祷を終わります。ご着席ください。ありがとうございました。 

 吉村委員の担当地区につきましては、今後、森川委員と上田委員に区域を分けて

お願いいたしますので、ご報告させていただきます。担当地区といたしましては、

森川委員につきましては、伊井、清間、矢地、菅野、南稲越、河原井手、池口をお

願いしております。あと、古屋石塚と桑原につきましては、上田委員にお願いいた

しておりますので、ご報告させていただきます。 

 それでは、令和３年度第６回あわら市農業委員会総会を始めさせていただきます。

まず、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25名中、本日の出席委員は17

名であります。なお、１番谷川委員、５番辻下委員、10番北委員、推進委員の林委

員、朝倉委員、長谷川委員、八木委員から欠席の届出が、藤野委員から遅刻の届出
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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 

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、

13番上田委員、14番森川委員の両名にお願いをしたいと思います。 

 

◇ 議  事 

議  長： 続きまして、日程第５、議事に入ります。 

 

◇ 議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議  長： まず、議案第１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１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。２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。 

 譲渡人は福井市天池町にお住まいの〇〇〇〇さん外１名、譲受人は桑原にお住ま

いの〇〇〇さんでございます。申請の土地のつきましては桑原地係の１筆で、登記

地目は畑、面積は102㎡でございます。用途につきましては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、申請地に駐車場を整備したいとのこ

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、農業公共投資の対象となっていない小規模な農地ということで第２

種農地でございます。第２種農地につきましては、代替性がない場合に転用が可能

でございます。今回は集落内に居住する者の駐車場ということで、転用が可能と判

断されるものでございます。場所につきましては３ページ、計画図につきましては

４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、本来ですと地区担当委員の説明でございます
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が、吉村委員が担当していた地区でございます。事務局の説明に代えさせていただ

きますのでよろしくお願いします。 

 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、調査委員を代表し

て、14番森川委員から報告をお願いします。 

 

14  番： 本日午前９時から、長谷川委員、長田委員、そして森川、３名の委員と事務局で

現地を確認してきました。この件につきましては、今、事務局から説明があったと

おりで、特に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。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） 

 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） 

 全員でございます。よって、県に進達するものといたします。 

 

◇ 議案第２号 現況証明願について 

議  長： 次に、議案第２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２号「現況証明願について」、ご説明させていただきます。６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、申請人は大阪市福島区の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菅野地係外25筆で、面積は合計で１万4,428.78㎡、

登記地目は全て田、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44年頃まで農地として利用していたが、〇〇〇株式会社が同年、簡易な盛土造成

を行い、昭和48年以降、工場施設の拡大による建築工事を開始、昭和58年頃から工

場用地として利用され、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８ページをご覧ください。 

 続きまして、７ページをご覧ください。番号２番と３番につきましては、蓮ヶ浦

にお住まいの〇〇〇〇さん外１名でございます。申請の土地につきましては蓮ヶ浦

地係外１筆で、面積は合計で489㎡、登記地目は全て畑、現況は非農地でございます。

事由につきましては、申請地は戦時中に開墾された農地であるが、バブル期に耕作
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が放棄され、山林原野化し、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９ページ、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が、１番につきましては、先ほど来と

同様、９番吉村委員の担当地区でございましたので、事務局の説明に代えさせてい

ただきます。 

 次に、２番、３番については、７番丸谷職務代理者にお願いいたします。 

 

７  番： 今までも蓮ヶ浦地係一帯の現況証明願が出ておりまして、現況証明を行っている

ということで、よろしくお願いします。 

 

議  長： ありがとうございます。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、14番森川委員からご報告をお願いします。 

 

14  番： この１番から３番につきまして、本日９時から、長谷川委員、長田委員、そして

森川、委員３名と事務局で現地を確認をしてきました。 

 １番につきましては、今、事務局の説明のとおりですね、今後も工場の用地とし

て利用していくというようなことで、特に問題はないと思います。 

 それから、２番、３番につきましては、これまた事務局の説明のとおりですね、

やむを得ないというふうに判断をしております。 

 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） 

 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「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３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３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」、事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： では、議案第３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
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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

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９月30日木曜日

でございます。借手につきましては３人、貸手につきましては６人でございます。

利用権設定面積は、賃貸借が８筆、１万6,540㎡、使用貸借が２筆、2,042㎡でござ

います。期間別内訳でございますが、３年の田が６筆、１万6,076㎡、６年の田が１

筆、208㎡、10・12年の田が３筆、2,298㎡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、布目の田が２筆、下番の田

が６筆、下金屋の田が２筆でございます。利用権の移転、所有権の移転につきまし

てはございませんでした。 

 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、２番

につきましては、借受人は〇〇〇〇でございます。布目の田２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。期間

につきましては、１番は令和３年10月１日から令和13年９月30日まで、２番は令和

３年10月１日から令和９年11月30日まででございます。新規設定でございまして、

用水費は借主負担でございます。 

 15ページまでまたがっております３番から５番につきましては、借受人は下番に

お住まいの〇〇〇〇さんでございます。下番の田６筆でございます。利用目的は水

稲で賃借権の設定、10ａ当たり賃借料は、３番、５番は１万6,000円、４番は１万円

でございます。期間につきましては令和３年10月１日から令和６年９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。 

 ６番につきましては、借受人は熊坂にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。下

金屋の田２筆でございます。利用目的は水稲で使用貸借権の設定でございます。期

間につきましては令和３年10月１日から令和15年９月30日まででございます。新規

設定でございまして、用水費は借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： 何かご質問ございませんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 それでは、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１番、２

番につきましては、〇番〇〇〇〇委員が関係しておりますので、それを除く３番か

ら６番について、まずは採決をしたいと思います。 

 議案第３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。 

 〇〇〇〇委員、退室をお願いします。 

   （〇番〇〇〇〇委員退席） 

 それでは、番号１番、２番について、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、決定することといたします。 

   （〇番〇〇〇〇委員着席） 

 

◇ 議案第４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４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４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。16ページにお

進みください。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。 

 17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９月30日木曜日

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８筆、３万5,209㎡でございます。集落別内訳は、布目の田が３筆、上番の田が３

筆、古屋石塚の田が２筆となっております。 

 18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、布目の田３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１万6,500円でございます。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、上番の田３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１万8,000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、古屋石塚の田２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１万5,100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４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。19ページをお開きください。 

 今回、１件の届出がございました。 

 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

につきましては牛ノ谷地係の田で、面積につきましては2,927㎡のうち0.26㎡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20ページ、計画図につきましては21ページ、22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お願いいたします。まず、番号１番について、

４番林委員、お願いいたします。 

 

４  番： 今の事務局の説明どおりで、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。続いて、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、調査委員を代表して、14番森川委員、報告をお願いします。 

 

14  番： この件につきましても、午前中、９時から、長谷川委員、長田委員、そして森川、

３名の委員と事務局１名で現地を確認をしてきました。こういう通信事業の設置に

つきましては過去にも事例がございまして、特に問題はないと思います。 

 

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

   （質問、意見なし） 

 質問がないようですので、報告第１号を終わりたいと思います。 

 

◇ 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。23ページをお開きください。 

 今回、６件の届出がございました。 

 １番につきましては、北野の田５筆でございます。権利取得者は北野にお住まい

の〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和２年２月16日で、相続による所有

権の移転でございます。北野地係の１筆は自己管理し、ほか４筆は〇〇〇さんが耕

作するとのことでございます。 

 ２番につきましては、宮谷の田８筆、畑６筆でございます。権利取得者は宮谷に

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８月21日で、相続に

よる所有権の移転でございます。宮谷地係の田７筆は〇〇〇が耕作し、宮谷地係の

畑２筆は〇〇〇が管理し、ほかは自己管理するとのことでございます。 

 24ページにお進みください。３番につきましては、中川の田２筆でございます。

権利取得者は中川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

７月21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。 

 ４番につきましては、池口の田４筆、畑１筆でございます。権利取得者は春宮に

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18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、河間の田11筆、畑３筆でございます。権利取得者は東京都

杉並区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20日で、

相続による所有権の移転でございます。田につい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。 

 25ページをお開きください。６番につきましては、赤尾の田２筆、畑１筆でござ

います。権利取得者は赤尾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25年７月22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。 
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議  長： 先ほどのふくい農林水産支援センターが管理するというのがあったよね。それは

誰も管理者が決まってないのか、それとも何かあるの。 

 

事 務 局： ふくい農林水産支援センターが管理してる土地というのは、約２年前までは〇〇

〇〇が管理してた土地で、〇〇〇〇が解約しまして、相手先が見つかってない状態

ですので、今、ふくい農林水産支援センターが管理してると。実際の話は、ふくい

農林水産支援センターが〇〇〇さんに無償で貸しているような形になってます。 

 

議  長： じゃ、これ分かるんやけど、ふくい農林水産支援センターなんけ、中間管理機構

じゃないん？ 

 

事 務 局： 福井県の中間管理機構というのは、ふくい農林水産支援センターと言っています。 

 

議  長： そういうすみ分けか。 

 

事 務 局： はい。福井県の中間管理機構というのが、（公社）になるんかな。 

 

議  長： だけど、正式名称は福井県中間管理機構ではないん？ 

 

事 務 局： 正式名称は、（公社）ふくい農林水産支援センターが福井県の農地中間管理機構

ということなんです。 

 

議  長： 中間管理、これ、支援センターっていったら、新規就農やら何やらも全部担当し

てる部署になっちゃう。 

 

事 務 局： そうなんですけど、中間管理の契約書を交わすときも、相手先はふくい農林水産

支援センターってなりますので。 

 

議  長： 分かりました。ほかに何か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。 
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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。26ページにお進みください。 

 今回、２件の届出がございました。 

 １番、２番につきまして、波松の畑２筆で、賃借人は春宮にお住まいの〇〇〇〇

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、報告第３号を終わります。 

 

◇ その他（１） 

議  長： 次に、日程第６、その他の「10月の農業委員会定例総会開催予定について」、事

務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： 10月の農業委員会定例総会ですが、10月26日火曜日の午後１時30分から開催した

いと考えていますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長： 一応、日程は今事務局が言ったとおり、10月26日１時半から行いたいと思います

けれども、何かこの件につきまして、質問はございませんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 ないようでしたら、この事務局のとおりやらせていただきたいと思います。 

 

◇ その他（２） 

議  長： 次に、その他（２）の、これ、慶弔やら会計のほうの話か。お願いします。 

 

事 務 局： 【説明】 

 

議  長： これ、今日、本来やともうちょっと意見を聞きたいなと思ったんやけど、例えば、

減るとこの地区推進委員さんとか農業委員さん、例えば、案２でいくと北潟１名減

るよという案やな。そうすると、今日、北潟の辻下委員が来てない。それから、本

荘、新郷で推進委員さん１名減るよといったら、今日、本荘も新郷も来てないんや、

推進委員。ほんで、やっぱりみんなそろった中でこの議論をしたいなと思ってるん

で、一応、案として、みんな今日意見は言ってもらったほうがいいと思いますけれ

ども、最終的、決議につきましては、やはり全員参加の段階で１回決議をしたいな
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と思うんで、どうでしょうかね。こういう案が事務局のほうから出ましたけれども、

何か今の段階でご意見ございましたら申し出ていただければいいかなと思います。 

 今の状態でいくと、案２が本来やといいかなと、私のほうとしては思うんですね。

例えば、今、北潟地区10.7％や、面積割合でいくと。で、伊井とか坪江というとこ

ろも10％そこそこの数字ですし、例えば、本荘地区ですと、もう13％を超えてても

１名という状況ですので、そういう点で考えると、１名でいいのかなという形で考

えると、案２が妥当かなという気はいたします。けども、何かほか意見ありました

ら言ってください。 

 前回も推進委員やら、これを減らすと、どうしても順番で回ってくる計画になっ

てるとこもあるんでというような意見もあったんで、あんまり触りたくはないなと

いうことでいくと、最小限の触りで考えると案２かなという具合に考えていますん

で、また１回、そこら辺の意見聞かせてもらえればいいと思います。こんなもので

すか。 

 どうぞ。 

 

堀川推進委員： 推進委員の役割も含めてですけど、今読んでる全国農業新聞、ぜひ取ってく

ださいって。農業委員会の活動の広報だと思いますけど、何かあれを見ると、今、

あわら市の数年前ぐらいのことをやってる。何かあれが主流の推進委員かなって変

な感じですけど、あれを飛び越してる今のあわら市の場合、推進委員は何をするん

かなって。って、ちょっと新聞読むと思うことがあるんですわ。ただ、農業委員会

という立場で議論すべきことと、農業振興という関係で議論することが、ちょっと

全て農業委員会で議論ができないんでね、私も参加してても、ちょっと制限がある

なと。そうすると、出席してても、はっきり言って、権限もないし、意見は言えま

すけどというような話ですけど、何か枠だけ与えられてるけども中途半端やなとい

う感じはします。 

 

議  長： その件につきましては、私どもも、できましたら、あわら市は推進委員なしでい

こうという考え方まで考えたんです。ところが、どうしても今、国の規定でいきま

すと、今の集積率やったな。 

 

事 務 局： はい、それと遊休化率です。 

 

議  長： それがどうも引っかかりまして、どうしても外すことができないというのが１つ。 

 それで、今、堀川委員言われたように、確かに今の全国農業新聞見てると、やっ

てることはうちの10年も20年も遅れたようなことをやってるというのが現実だと思

います。ただ、うちがそれだけ早かった。早くそういう農地に集積したり、集落営
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農を進めたりした結果ですね、ほかにない課題というのがうちは見えてきてるんだ

ろうと。それはなぜかいうと、やはり高齢化による担い手の不足。これが非常にこ

れからの大きな課題だと思っておりますし、それは私が会長の職に就いたときから

その話はしてるかなと思いますけども。 

 実際、それを、本来いうと、この農業委員会の中で推進委員さんも入れてという

か、農業委員さんだけではどうしても地区の全体の把握ができないもんだから、推

進委員も入れて、そのところをもっと議論をしたかった。ただ、こういうコロナ禍

の中で、まず、みんなで集まる機会に集まっても早くやめれという話、今日もでき

るだけ早くやめてくださいという、まだそういう状況ですので。だから、そういう

議論をもっとやりたくてもできなかったというのは、今回、本当に残念やなと思い

ますけども。 

 やはり、そういう今ある組織なんかの担い手をどうやって今後集めていくのかと

か、そういう大きな課題というのがまだまだあわらの場合、課題としてありますの

で、これ全国に先駆けて、やはりやっていきたいなと考えていますんで、これから

も推進委員を入れて、そういう話をしてこうという具合に思ってますんで、そこは

理解をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 何しろ国の段階では、もうその集積率とかそういうのだけで、まだ集積されてな

いと判断するんですけども、実際、畑で農地を集積するというのは非常に難しいん

ですよね。そういう段階ですんで、もうちょっとみんなで１回どうやったらいいか、

やはりこれからのあわら市の農業をどうするんかというのはみんなで考えていかな

いかん議題ですので、それを、推進委員含めて今後は進めたいと思ってますんで、

よろしく。 

 何しろコロナが明けてね、１回また、本当に我々この３年間、一緒に飲んだのは、

言っちゃ悪いですけど、最初の顔合わせと新年会の２回しかやってません。本来は

もっとですね、膝突き合わせた会議、意見というのを交わせていきたいなと思って

ましたけども、それが今回はできなかったということなんで、来期に向けた取組は

そういう形で進めてこうと思いますので、よろしくお願いします。 

 

堀川推進委員： ちょっと追加して。今、会長言われるとおり、あわら市が持ってるいろんな

課題はまだまだあることも間違いないんですけど、自分も別に、今、自分の意見を

言いましたけど、そういうことで、この出席がどうのこうのという認識はそこまで

持ってないんですけど。ただ、期待したいのは、うちも水田のほうは集落営農法人

ですけども、やっぱり、ここ10年は何ともないかもしれませんけども、それよりも

っと将来に遡ると、人がいるかいないかという話になります。そういう話を前もっ

て、農業委員会に出席するなら、いろんないい情報は持って帰って、うちの組織に

も間に合うことがいろんな議論されていると一番ね、期待しますけど、そういう情
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報を持って帰りたいと思っています。そんなんで、そういう話合いの機会があれば

私も積極的に参加をしたいと思っていますんで、お願いをしたいと思います。 

 

議  長： 実質いろいろ、もう本当にね、今、北潟でも１か所組織がありまして、もう高齢

化でどうすんだという話。今、現地に出向いて、ちょっと農業委員さん、推進委員

さん合わせて話をしてるんですけども、そういう課題というのは、今、まだまだい

っぱい欲しい話だろうなと思います。 

 うちの集落では第三者継承というのをやって、今のところちょっとうまくいって

ますので、何か機会があればですね、うちのその第三者継承した経緯でも、皆さん

に１回ご説明してもいいかなとは思ってますので、そういう機会も１回つくっても

らって報告をしようかなと思いますので、またそのとき意見いろいろお聞かせ願え

ればなと思います。 

 事務局、何かほかないか。 

 

事 務 局： 事務局案的にも案２が一番いいのかなというふうに考えているんで、今度、欠席

した委員さんについても、来月、この案でというか、通知するときに意見を言って

くださいというのをつけて送らせてもらおうかなと思いますので。 

 

議  長： そうしてください。 

 

事 務 局： あと、これはもう本当のあれですけど、北潟地区１農業委員減るんでしたら、推

進委員を２にするというやり方もあるんですけど、推進委員の定数は別に10にこだ

わる必要はないというのもあるんで、減っても増えても問題ないので、そういうの

もあるというのもあるんですけど。 

 

局  長： あと、来年改正なんで、スケジュール。 

 

事 務 局： そうですね。前も言ったんですけど、３月定例議会には上程するという話になる

と、もう１月までには確実に決めて条例案を議会に提出することになると思うので、

今年中には確実に、12月までにはもう確実にここの案を確定して、各方面にもうち

ょっと説明して決めさせていただきたいなと思ってますので。 

 

議  長： 一応12月中には結論出さなあかんってことだな。 

 

事 務 局： はい。 
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議  長： はい。 

 それと、あと１つ、ちょっと気になるのは、この前、局長から聞いたんやけど、

コロナ禍の解除になる可能性があるんで、研修会とか何とかという話、これはまだ

議会としては何の動きもない？ 

 

事 務 局： まだないんで、10月１日から今ＧｏＴｏイートが再開するという話もあって、次

にはＧｏＴｏトラベルというふうになるのかなというのもあるんで、それもちょっ

とほかの方面とか調査しながら。11月の視察研修というのは延期ということでさせ

てほしいんですけど、できて２月じゃないかなと思います。３月になるともう皆様

お忙しくなってまうんで、雪が心配があるんですけど、視察研修できるなら２月と

かにできたらなと。 

 

議  長： 何かコロナもそういう状況らしいんで、また追々、変化があればご説明をしてい

きたいなと思います。この研修会がないともう最後、何もみんな集まらずに終わっ

てしまうような、最後になってしまうんかなという気もします。できるだけ議会

等々の対応も見ながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 今日はこれでどうする？ 終わればいいか。 

 

事 務 局： この場では、この案２が一番いいかなというような感じで受け取ってもいいです

かね。 

 

議  長： はい、いいですよ。 

 

事 務 局： ありがとうございます。 

 

◇ 閉  会 

議  長： 今日は、これをもちまして、第６回のあわら市農業委員会を終了させていただき

ます。長い間ありがとうございました。 

  



16 

令和３年９月28日 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

委  員 


