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令和３年度第10回あわら市農業委員会定例総会議事録 

 

１．開催日時  令和４年１月26日（水）午後１時30分から２時47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     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 

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（２人） 

   委員     １番 谷川 聡志 

５番 辻下 義雄 

 

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 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３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） 

議案第４号 農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更について 

報告第１号 田から畑への形質変更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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第６  その他 

（１）２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、ただいまから令和３年度第10

回あわら市農業委員会定例総会を開会いたします。 

 本日、事務局の松村が体調不良で休みをいただいておりますので、本総会を欠席

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず最初に、坪田会長からご挨拶をいただきます。よろしくお願いし

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23

名です。なお、１番谷川委員、５番辻下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 

議  長： それでは、まず、日程第４「議事録署名人の指名」を行いたいと思います。本日

の議事録署名人は、６番竹内委員、７番丸谷職務代理者の両名にお願いをしたいと
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思います。よろしくお願いいたします。 

 

◇ 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： それでは、総会資料２ページをご覧願います。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」、ご説明させていただきます。 

 今回は、案件として４件の申請がございました。 

 番号１番につきましては、譲渡人は市姫四丁目にお住まいの〇〇〇〇さん、譲受

人は大溝二丁目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

大溝二丁目地係で、登記地目は田、面積は132㎡でございます。用途につきましては

駐車場及び物置、家庭菜園でございます。事由につきましては、譲受人は所有権を

移転し、申請地に駐車場及び物置、家庭菜園を整備したいとのことでございます。

権利の種類といたし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種でございます。第３種につき

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３ページ、計画図

につきましては４ページをご覧願います。 

 続きまして、番号２番につきましては、譲渡人は花乃杜四丁目にお住まいの〇〇

〇〇さん、譲受人は市姫四丁目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の２筆で、登記地目はいずれも畑、面積は合計で357

㎡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

も、先ほどの番号１番と同じ第３種農地でございます。第３種農地は原則転用が可

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ページをご覧願います。 

 続きまして、番号３番につきましては、譲渡人は大溝一丁目にお住まいの〇〇〇

〇さんでございます。譲受人は坂井市三国町緑ケ丘四丁目の株式会社〇〇〇でござ

います。申請の土地につきましては大溝二丁目地係で、登記地目は田、面積は720㎡

でございます。用途につきましては宅地の造成でございます。譲受人は不動産業を

営む法人であり、申請地に３区画分の宅地を造成したいとのことでございます。こ

ちらの農地区分につきましても、用途区域内の農地ということで、第３種というこ
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とです。原則転用が可能となっております。場所につきましては８ページ、計画図

につきましては９ページをご覧願います。 

 続きまして、番号４番につきましては、貸付人は市姫三丁目にお住まいの〇〇〇

〇さん、借受人は福井市東森田二丁目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四丁目地係で、登記地目は田、面積は305㎡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。

こちらの農地も用途区域内の農地ということで第３種でございます。第３種につき

ましては転用が原則可能となっております。場所につきましては10ページ、計画図

につきましては11、12ページをご覧願います。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： ありがとうございます。まず、番号の１番から４番、全て８番の森委員が担当地

区でございます。説明をお願いいたします。 

 

８  番： 資料に添付されてる図面を見ていただいてもお分かりのとおり、ほとんど周辺が

宅地化されている、その中にぽつんと残る場所というような地域であるのと、第３

種農地ということで、原則転用可能ということを総合的に見ますと、申請を却下す

るような理由が見当たらないということで、許可してもよろしいんじゃないかなと

いうふうに思います。 

 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、

調査委員を代表いたしまして、13番上田委員、調査結果の報告をお願いします。 

 

13  番： 本日午前９時より、私と森川委員、南坂委員、事務局の４名で現地を確認させて

いただきました。１番、２番につきましては、住宅地の中での畑ということで、事

務局説明のとおり問題ないかと思います。３番につきましては、これも住宅の中で、

現在田になっておりまして、自主管理されており、ここへ住宅を建てられるという

ことで、これも問題ないかと思います。４番は、金津校区近くの、これも住宅街の

中で、現在畑になって整地されており、事務局説明のとおり問題ないかと思います。 

 以上です。 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、この案件について、何かご質問ございません

でしょうか。 

   （質問、意見なし） 
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 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） 

 全員です。よって、県に進達するものといたします。 

 

◇ 議案第２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２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２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。13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。 

 14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４年１月31日月曜日

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。

利用権設定面積は、賃貸借が35筆、６万6,437㎡、使用貸借が７筆、１万4,887㎡で

ございます。期間別内訳でございますが、３年の畑が12筆、6,747㎡、５・６年の田

が２筆、5,227㎡、畑が８筆、１万7,557㎡、10年の田が20筆、５万1,793㎡でござい

ます。 

 15ページをお開きください。集落別内訳については、重義の田が８筆、北潟の田

が７筆、波松の畑が１筆、城の畑が18筆、花乃杜の畑が１筆、古屋石塚の田が２筆、

次郎丸の田が３筆、清王の田が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。 

 16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、借受人は〇〇〇〇でございます。重義の田８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１万4,500円でございます。期間につき

ましては令和４年３月１日から令和14年２月28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。 

 ２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。北

潟の田７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４年３月１日から令和14年２月28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。 

 ３番につきましては、借受人は〇〇〇〇でございます。古屋石塚の田２筆、次郎

丸の田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当たり米

１俵でございます。期間につきましては令和４年２月１日から令和14年１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。 
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 ４番につきましては、借受人は〇〇〇〇でございます。清王の田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当たり市平均賃借料でございま

す。期間につきましては令和４年２月１日から令和９年１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。 

 17ページをお開きください。５番につきましては、借受人は波松にお住まいの〇

〇〇〇さんでございます。波松の畑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４年２月

１日から令和６年12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。 

 ６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。城の畑７筆でご

ざいます。利用目的は芝でございます。賃借権の設定でございまして、賃借料は10

ａ当たり１万円でございます。期間につきましては、６番は令和４年４月１日から

令和10年２月29日まで、７番、８番は令和４年３月１日から令和10年２月29日まで

でございます。６番は新規設定、７番、８番は再設定でございまして、用水費は貸

主負担でございます。 

 18ページにお進みください。９番、10番につきましては、借受人は二面にお住ま

いの〇〇〇〇さんでございます。城の畑11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４年

２月１日から令和７年１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。 

 11番につきましては、借受人は〇〇〇〇でございます。花乃杜五丁目の畑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当たり市平均賃借料で

ございます。期間につきましては令和４年２月１日から令和９年１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した。それでは、この件につきまして、何かご質問はありま

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１番については〇番

〇〇〇〇委員が、番号５番については〇番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４番、６番から11番の採決を行いたいと思います。 

 議案第２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。 
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   （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。 

   （〇番〇〇〇〇委員着席） 

 次に、〇〇〇委員。 

   （〇番〇〇〇委員退席） 

 それでは、番号５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。 

   （〇番〇〇〇委員着席） 

 

◇ 議案第３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３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３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４年１月31日月曜日

でございます。貸手につきましては１人でございます。利用権設定面積は、賃貸借

が１筆、2,344㎡でございます。集落別内訳は、二面の田が１筆でございます。 

 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、二面の田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10

ａ当たり１万円でございます。耕作予定者は〇〇〇〇でございます。 

 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。 
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 以上で説明を終わります。 

 

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たいと思います。 

 議案第３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。 

 

◇ 議案第４号 農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更について 

議  長： 次に、議案第４号「農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更について」

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： 22ページをご覧願います。あわら市から、あわら農業振興地域整備計画を変更し

たい旨の通知があったので、その同意を求めるものでございます。 

 24ページへお進みください。 

 まず番号２番、３番から説明させていただきます。 

 ２番につきましては、あわら市柿原地係の畑2,080㎡のうち2.24㎡を除外するもの

でございます。 

 除外する目的でございますが、電気通信事業法による認定電気通信事業の用に供

するためでございます。事業の目的につきましては、携帯電話用無線基地局の設置

で、転用事業者は〇〇〇〇株式会社でございます。これらの農地区分につきまして

は、第１種農地でございます。計画図につきましては29ページから31ページをご覧

願います。 

 番号３番につきまして説明します。場所につきましては、角屋地係47筆の田３万

4,707.4㎡を除外するものでございます。 

 除外の目的でございますが、河川法による河川改修の用に供するためでございま

す。事業の目的につきましては、竹田川の河川改修で、転用事業者は〇〇〇〇でご

ざいます。転用の計画につきましては33、34ページをご覧願います。 

 ２番、３番の除外する該当要件につきましては、24ページまで戻りますが、法的

な該当要件でございますが、農業振興地域整備計画に関する法律第10条第４項に該

当するものでございます。こちらの条項につきましては、公益性が高いと認められ

る事業に係る施設に供される土地ということで、農地から除外するものでございま

す。この第10条第４項に該当するものにつきましては、申請が事後になっても問題

はありません。 
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 続きまして、１番に戻ります。１番につきましては、場所につきまして、あわら

市青ノ木地係の田、面積が3,120㎡を除外するものでございます。この場所につきま

しては、坂井北部土地改良区に属しており、坂井北部土地改良区は九頭竜川下流地

域で行った国営かんがい排水の用水事業の受益地となっております。農振除外は、

土地改良事業の受益地となると８年間は基本的に除外することはできません。しか

し、転用目的の施設を地域の農業振興に貢献する施設と位置づけ、35ページから始

まるあわら市農業振興計画を策定することで、農振農用地からの除外が可能となる

ものでございます。 

 今回の申請につきましては、41ページの下段から、振興計画により目指す農業振

興の方策というのが①から⑨まで挙げてあります。この①から⑨までのどれかの項

目に該当することで、地域に貢献するということに位置づける必要があります。今

回のこの青ノ木地係の転用につきましては、〇〇〇〇さんが②に該当することにな

ります。地域農業者の雇用をするということで、このあわら市農業振興計画に位置

づけることにしております。 

 除外の詳細につきましては、施設調書のほうで説明しますので、46ページをご覧

願います。46ページに今回の詳しい施設の概要があります。除外する目的でござい

ますが、株式会社〇〇〇〇が資材置場を整備するためで、所有者につきましては、

青ノ木にお住まいの〇〇〇さんです。 

 47ページをお開きください。中段より中ほどの場所に書いてあるのですが、３の

１の施設が地域の農業振興に及ぼす効果等のところをご覧願います。株式会社〇〇

〇〇は、資材置場整備後、〇〇〇〇さんはちょっと前にもこの農振除外してるんで

すが、前回の申請時の2025年までに５人の雇用をするという計画でした。それに加

えまして、今回、３人を新たに加えまして、2029年までに８人の従業員を増加させ、

そのうち３人の農業者を雇用するという計画になっております。雇用機会を提供す

る施設ということで、地域の人口流出が抑制され、農村集落の維持に貢献すること

になります。 

 また、〇〇〇〇は農業用資材として利用できるコンクリート製品を生産している

ため、農業に貢献する施設と位置づけることができます。 

 また、それに加えまして、社員が地域の草刈りや泥上げを行うことにより地域農

業者の負担軽減につながり、安定的な農業経営に貢献すると考えます。 

 次に、４番の農業振興地域の整備に関する法律施行規則第４条の５第１項第27号

の要件の判断について説明させていただきます。これについてはイからワの要件が

あるんですが、それについて全て検討を行い、除外がやむを得ないかということを

判断させていただくことになります。 

 イについては、農業委員会の意見として計画に同意するというふうに書かせても

らっています。 
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 ロは飛ばしまして、ハについては、〇〇〇〇の計画がしっかり履行されるかどう

かの検証をすることになっております。 

 ニにつきましては、規模の妥当性ということで、申請の除外に係る転用計画につ

きまして、資材置場及び通路で3,120㎡となっており、これについては過大なもので

はなく妥当であると認められると思います。 

 ホの①につきましては、計画の必要性及び適当性の検討です。〇〇〇〇では、今

回、コンクリート製品の需要が拡大していることから、事業を拡大し、製品を保管

するための新たな資材置場を求めていました。既存の工場の左側に隣接する申請地

を転用する予定であり、必要性があると考えます。 

 ホの②につきましては、非代替性の検討でございます。53ページに検討した地図

が載っていますので、そちらをご覧願います。54ページに検討した結果を記載して

おります。今回、既存工場の製造する資材置場の保管庫ということで、既存の工場

と隣接して整備することが企業経営上必要不可欠であります。よって、既存工場の

周辺で隣接している土地を候補地として検討しました。その結果、現在申請してい

る①の場所が適当ということで申請をしてきたものでございます。 

 48ページにお戻りください。ヘにつきましては、周辺の土地の農業の影響につい

てでございます。申請地は東側が農道を挟んで田、西側が水路を挟んで既存施設、

南側が既存敷地となっております。北側については田んぼです。農地を分断するこ

となく、農用地の集団化等の農業上効率的、総合的な利用への影響はないものと認

められます。 

 トにつきましては、農業経営や農地集積への支障についてでございます。当該地

区については、水稲の栽培を行う有限会社〇〇〇〇に集積している土地でございま

す。申請に係る面積は3,120㎡で、〇〇〇〇の経営面積の0.3％弱であり、合意解約

の同意も得られており、また、今後の集積の対象からも外れており、農業経営や農

地集積への影響はないと思われます。 

 チにつきましては、土地改良施設への影響でございます。Ｌ型擁壁等で土留めを

行うなど周辺へ影響がないよう配慮しており、施設の保全管理には影響がないもの

と判断されます。また、坂井北部土地改良区は、農振除外について同意しておりま

す。 

 リにつきましては、先ほど土地改良事業の受益地は、８年間はこの振興計画を策

定していなければ除外できないと説明しましたが、土地改良事業で面的整備、いわ

ゆる圃場整備を行った場合は絶対に８年間は農振除外はできないんですが、ここに

ついては、面的整備については８年は優に経過しておりますので問題ありません。

坂井北部土地改良区の事業は昭和63年に完了しております。 

 ヌにつきましてです。中間管理事業を利用した土地改良事業というのが新たに創

設しているんですが、この事業を利用しているかどうかの確認です。この事業は、
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ここは実施していませんのでなしとなっております。 

 ルにつきましては、施設の建設時期につきましてです。転用後すぐ行いたいと聞

いております。 

 おめくりいただきまして、下のヲになります。転用許可についてでございますが、

申請地の農地区分につきましては第１種農地でございまして、１種農地につきまし

ては、例外規定に該当する場合を除いては許可ができないとなっておりますが、今

回は既存施設の２分の１以内の拡大という許可基準があります。これに該当するた

め、農地転用は許可できるものと思われます。 

 最後のワにつきましては、今回受益となった土地改良事業を行っている北陸農政

局の同意状況でございます。北陸農政局については、報告書を送付しており、受領

済みとなっておりますので同意済みというふうに書かせていただいております。 

 これで説明を終わります。 

 

議  長： それでは、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。 

 これ、50ページは位置図か。 

 

事 務 局： 50ページ位置図です。真ん中に行くと丸がついているんですけど。 

 

議  長： 分かりました。 

 長田さん。 

 

３  番： １番の〇〇〇〇さんのことなんですけれども、以前、コンクリート資材であぜか

何かを固めるようなものをつくるということで資材置場が必要だという話だったと

思うんですが、実績的にその資材を実際に使ってみて、それが有益であったかどう

かという、そういう書類みたいのはあるんでしょうか。 

 

事 務 局： 今現在なんですが、前回はエコソイルＲという盛り土資機材をつくるということ

で、エコソイルＲの資材置場ということで、盛り土して舗装した経緯があります。

それについては、水路の盛り土にこのエコソイルＲを使用するというふうに以前は

なってるんですが、今現在につきましては、まだちょっと実績がなく、これから施

工するよう指導していきたいと思ってます。 

 

議  長： それは今、この図面の52ページの該当する申請地の南側やろ。 

 

事 務 局： 52ページ、こうすると下側というか。 
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議  長： 南側。 

 

事 務 局： 南側です。 

 

議  長： が申請したとこやね。 

 

事 務 局： 申請したとこです。 

 

議  長： ここに土は置いてあるんやね、今。 

 

事 務 局： 置いてあります。出てったり入れたりというのはありますので、空っぽの時もあ

りますけど、そこを使ってエコソイルＲという盛り土資機材をつくった製品をここ

には置いている。今回のやつにつきましては、ベンチフリュームとかＬ型擁壁とか

というのをここで置く資材置場を造りたいと。 

 

議  長： その素材は竹田川の舗装工事をやった路肩に使ってない？ 

 

事 務 局： エコソイルＲをという意味ですか。 

 

議  長： 三国土木が。 

 

事 務 局： そこまではちょっと把握してません。盛り土資機材なんで、盛り土資機材という

のは、資機材に石灰を混ぜて固く敷き詰めるともう草が生えないような固い地面に

なるというような盛り土資機材やって聞いてるんですけど。 

 

議  長： そうじゃないかなとは思うんですけど。 

 

事 務 局： それをやると、固くなって草があんま生えにくいという素材、前回のやつはそう

ですね。 

 

議  長： なら、１回また何か実績分かったら教えてください。 

 

事 務 局： はい、実績は確認させてもらいます。 

 

議  長： 長田さん、それでいいですか。 
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３  番： はい。 

 

議  長： ほかに何かありませんでしょうか。 

   （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４号「農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更について」、賛成

の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 全員です。よって、同意することといたします。 

 

◇ 報告第１号 田から畑への形質変更届出の報告について 

議  長： 次に、報告第１号「田から畑への形質変更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： 55ページをご覧願います。報告第１号「田から畑への形質変更届出の報告につい

て」、説明させていただきます。 

 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、申請人は伊井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田で、面積は3,064㎡のうち1,504.5㎡でござ

います。形質変更の理由につきましては、申請地に育苗ハウスを建設するため、一

部埋立てを行い、畑として利用したいとのことでございます。場所につきましては

56ページをご覧願います。 

 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、14番森川委員、

お願いいたします。 

 

14  番： ただいま事務局の説明のとおり、育苗ハウスの設置でありますので、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、13番上田委員、報告をお願いします。 

 

13  番： 午前中、私と森川委員、南坂委員、事務局の４名で現地を確認してまいりました。

新幹線の高架橋近くの圃場であり、そこへ育苗ハウスを設置するということで、事

務局から説明のありましたとおり問題ないと思います。 
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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： 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。57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、下番の田７筆、畑１筆でございます。権利取得者は下番に

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10月29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。 

 ２番につきましては、北潟の畑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３年６月18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。 

 ３番につきましては、二面の田３筆、畑５筆でございます。権利取得者は二面に

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17日で、相続に

よる所有権の移転でございます。二面地係の田２筆は〇〇〇〇、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。 

 58ページにお進みください。４番につきましては、大溝三丁目の田１筆、新用の

田１筆でございます。権利取得者は大溝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９日で、相続による所有権の移転でございます。新用地

係の田１筆は〇〇〇〇が耕作し、ほかは自己管理するとのことでございます。 

 ５番につきましては、市姫五丁目の田１筆、南金津の田２筆でございます。権利

取得者は坂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３年９

月９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。 

 ６番につきましては、後山の田12筆、畑１筆でございます。権利取得者は大溝三

丁目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26年７月23日で、

相続による所有権の移転でございます。後山地係の田10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。 

 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、この件につきまして、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号を終わりたいと思います。 

 

◇ その他（１） 

議  長： 次に、その他に入りたいと思います。（１）の「２月の農業委員会定例総会開催

予定について」を議題とします。 

 

事 務 局： ２月の農業委員会定例総会ですが、２月25日金曜日の午後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： ありがとうございます。それでは、２月の総会につきましては２月25日金曜日１

時半からこの場で開催をすることといたしますのでよろしくお願いをしたいと思い

ます。 

 

◇ その他（２） 

議  長： 次に、その他の（２）その他について、事務局から説明をお願いしたいと思いま

す。 

 

事 務 局： 【説明】 

 

議  長： ありがとうございます。それでは、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。 

 

事 務 局： あと、これにつきましては、今日はその他で説明させてもらったのは、この意見

を受けまして、来月、正式に議案として提出して決定というふうにさせてもらいた

いんで、２月25日に確定したいというふうに考えておりますので、今日の意見を踏

まえまして、また少し変更はできると思います。 

 

議  長： その前にこの意見を踏まえないとやろ。 

 

事 務 局： はい。ということで今日、ちょっと出させてもらっています。 

 

15  番： 一番最後のこの表ですね、資料の６番、新規就農者数ってあるんですが、この３
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の新規参入者数の指針の中に、就業者の希望者って、就業者の結果というのはない

んでしょうか。 

 

事 務 局： すいません、就業者の結果はないです。 

 

15  番： この新規就農者というのは今も継続してるの？ 

 

事 務 局： この新規就農者については、この数値は認定新規就農者になった数を集計してい

ます。28年から今年度まで全員継続しています。 

 

15  番： 数が少ないなと思ったんやけど、そういうことなんですね。 

 

議  長： 実質、就業されている方は何人も、丘陵地の経営体では何人かおられるんですわ。

それも今後、その対象として調べていく必要があるかなと思いますんで、また農企

業のほうへ１回、そこら辺どの調査をかけたいと思います。実質、今回、〇〇〇〇

が、逆にやめた後に来た業者、〇〇〇という業者ですけど、そこにまた新たに就農

してる人らもいるんで、そこらを含めてまた調査してみたいと思いますし、今後、

あとは事業継承ですね。ここら辺ども進んでいく方の調査もやっていかないといけ

んかなとは思っています。なぜかといいますと、国の指針が今、変わっていきます。

事業継承も含めた補助事業の計画がどうも上がっているみたいなんで、そこらも含

めて１回検討していかないといけんかなと。これについては、国プラス市町村が補

助をするような体系ってなかなか現実的には難しいのかなという状況ですが、こう

いう計画も農林省のほうでは出てますので、そこらを含めてまた検討をしていきた

いなと思いますけど。ここら辺については国のほうからは何かあるんか。 

 

事 務 局： 経営継承について。 

 

議  長： 事業継承とか、継承も含めた何か農業支援、機械化とかに対する支援というのが

出てると思ってた。 

 

局  長： 上限１００万で国２分の１、市２分の１。 

 

議  長： があったよね。 

 

局  長： というのはありましたね。 
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議  長： ほかに何かご質問ありませんでしょうか。堀川さん、何かないですか。長谷川さ

ん。 

 

２  番： 今、単作ソバとか、麦、大豆だけを栽培している圃場は、水田に一度戻さないと

補助金があたらなくなるというのが出てまして、多分みんなもう分かってると思う

んですけど、そこに米が作れない圃場とか管理されてる方もいると思うんですけど、

そうなった場合って、放棄地が増えるんじゃないかなという現状が今、これを見て

て、逆に減らしていかなあかんところ増えていくんじゃないかなというのはありま

す。 

 

議  長： その件について、今、国のほうもそうですけども、県も含めまして、その補助金

の体系がね、水田に関してだけ補助体系が結構厚いんですよ。その辺が、県のほう

にも言ってはいるんですけども、米以外は作れない、米しかできないような田んぼ

って幾つもあるじゃないですか。なかなかそれがそういう新たな園芸作物というの

は非常に幾ら補助金を出されても難しいのかなというところで、こういうのも含め

て、本来ですと農業委員会の中でもっともっと県なり国に申し上げていくようなこ

とを本来は議論したいなとは思ってるんですけどね。 

 

６  番： これ、一遍田んぼに戻さなあかんというのは、塩害のとことか、そういうとこが

あるんやの。それまでも対象にしてるで、ちょっと見直しを要望したいなと。塩害

でどうしても田んぼ作れんとこまで何年かに一遍は田んぼ作れとかという話になる

と、ちょっと困るかな。 

 

２  番： 水もないんで。今、それを５年後ということなんで、隣村がほとんどなんで、５

年かけて村としてどういう態勢でやっていくかというのを今検討してもらうという

話合いをしてる感じですかね。それが大体全体で30町ぐらい占めてるんで。だから

かなりの僕らも負担なんで、それがないということ自体で維持管理はできないとい

うのが現状になってくるのかなというのが目の前にある課題ではありますかね。 

 

局  長： 長谷川さんがおっしゃったように、そのような制度になっていくんですよね。そ

の制度聞いたときには、長谷川さんの顔がぱっと一番最初に思い浮かびまして、こ

れ、今、市としてどうこうすることも今のところはないですし、国のほうも多分こ

のまま令和４年度は方向転換せずにこのまま行くと思う。５年間でしたかね、５年

間のうちに１回は水張りしないといけないということがあって、多分、その制度も

５年間はこのままやと変わらないのかなと。じゃ、そこをどうしていくかというの

は、地権者の方とか地元の方とやっぱり今後協議していかないといけないのかなと
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いうふうには思いますけれども。難しい問題だと思います。 

 

２  番： ほかの仲間内の大きい農家さんももう離すやろなという話はもうなっているんで、

あわら市としての遊休農地は必ず増えるかなというのは心配なのかなというところ

で。 

 

12  番： 水というのはもう、丘陵地の水というのは絶対使えんという。 

 

議  長： いや、使えないことはない。使えないことはないけども、加入金を払わないと。 

 

２  番： 整備しないとあかんので、その負担はできないと思うんで。逆に鳥獣害の問題も

あるので、それも踏まえて、農地だけじゃなくて山の管理もですよね。排水側のそ

れも問題になってくると思うんで、それはずっと話してはいるんですけど。今の間

切ってるんですけど、農地以外の仕事も。 

 

議  長： あまり具体的には出てるんけ、これ。 

 

局  長： もう出てますね。 

 

議  長： 出てるんやな。 

 

局  長： 出てますね。 

 

議  長： もう表示はしたんやな。 

 

２  番： 水張るだけじゃ駄目というのはもう聞きましたし。 

 

議  長： だからこれがあんまり議題にならんのやってな。 

 

堀川推進委員： 今ほどの点ですけど、ちょっと私も今回出てきたときに、農地を国はどう思

うんかなって。といいますのは、今までは田んぼですけど、水がなかなか確保でき

ないから水稲は作ってないんですけれども、以前は何かを作付していれば助成の対

象の圃場として残しますというのが、今年からは５年に一度は水稲に戻しなさいと、

そうでなければもう助成の対象から外しますということになるんですけど、私のと

この宮谷の集落において、実は、ほかの集落も同じかもしれないけど、自己保全と

いう田んぼが、５反まではいかないですけど、そのぐらいまであるんですね。果た
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してそれが認められないとすると、もうはっきり言ったら水田面積も得が減るから

実際転作率がまた増えるんかなという感じはするんですけど。そんな扱いで、はっ

きり言うと、さっき出た話はもっと大きい田んぼかもしれませんけど、小さい田ん

ぼが点在しているんですけど、そういうのが恐らく５年以内に相当増えてくる。ま

たそれをどう扱うんかという問題が明確でないので、それ自体もちょっとはっきり

しないなという感じはしています。 

 そういう点で分からんのです、私も。農林水産のほうでお話を聞きましたけども、

まだ明確に国から来てないという話ですから、あまり公にそんな話はしないでおい

てくださいねという言い方、この場でそんな話をするとおかしいですけど、多分、

どういう方向に国はそういうのを持っていこうとしているんかが、私自身も分から

ない感じがしている。そんな話でしょう、皆さん困惑してるのは。 

 

議  長： これは農業委員会もそうやけど、再生協議会なんかにも働きかけて１回議論しな

いと駄目やろな。転作のほうやからな、基本的にな。ただ、そういうときに、荒廃

地に変わっていくという危険というのは物すごく今、長谷川さんが言ったように、

用水が確保できない農地というのは結構あるんだよね。 

 

事 務 局： 国の考え的なものはもう１つあって、遊休化してる農地で、もう再生の見込みが

ないところは農地から外しなさいというふうなスタンスでいるんです。農地から外

すと、太陽光とかにもできるというふうな、そういうふうなこととして活用せえと

いうような方向に今進んでいます。非農地証明で農地から外していってくださいね

というようなのをどんどんというのが。遊休農地は増やすなというのは、もう遊休

農地は農地から外せというような、そういうふうな乱暴な考え方の方向に行ってい

るような気がします。 

 

議  長： 予算委員会で太陽光をもう増やすなって言ってたよ、高市さんが。おかしいやな

いか。 

 

堀川推進委員： 先ほどご説明ありました資料の荒廃農地とか利用権設定、これの数値の話で

すけど、上のほうの荒廃農地の単位はヘクタールなんですね。急に利用権設定にな

ると平米なんやね、これ。 

 

事 務 局： ごめんなさい。ヘクタールです。申し訳ありません。 

 

堀川推進委員： あっ、ヘクタールか。 
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事 務 局： ヘクタールです。 

 

堀川推進委員： いや、ヘクタールと平米で言っているから、何か。 

 

議  長： それは訂正してください。 

 

堀川推進委員： それと、ちょっと重要な書類だと思いますけど、３番と４番はどう違うんで

すか。 

 

事 務 局： 先ほども言ったんですが、利用権設定面積というのは、今日の議案でしたら２号

と３号の議案で通した面積の総計が３番になります。４番につきましては、共済の

細目書の数字で、担い手が作ってる田んぼは全部拾うんです。そうすると、利用権

設定してないとか、その１年だけブロックローテーションで担い手が麦、大豆、ソ

バを作ってるようなところも、ここの担い手の作ってる面積とかになるんで、そこ

でこの集積面積がちょっと上がってくると。畑についてはもう利用権設定しか数字

を拾うとこないので、担い手が作っている利用権の設定と自己所有地を足したのが

農地集積面積のほうになってます。 

 

議  長： 今の長谷川さんの意見に関しては、よその市町村の意見も聞いた上で、また再生

協なんかとも協議して、農協も含めた形の中で１回議論をしていきたいという具合

に思いますし、それを受けてまた来期のときにご説明したいと思いますので、２月

には何らかの形を出せるんじゃないかと。 

 何かほかにありませんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 

◇ 閉  会 

議  長： ないようでしたら、これをもちまして、今日の農業委員会定例総会を終了したい

と思います。本当に長い間ありがとうございました。 
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令和４年１月26日 

 

議  長 

 

 

委  員 

 

 

委  員 


