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令和３年度第11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２月25日（金）午後１時30分から２時30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（15人） 

   会長     11番 坪田 清孝 

   会長職務代理 ７番 丸谷 浩二 

   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 

15番 南坂 覚則 

16番 澤田 宗男 

４．欠席委員（０人） 

 

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 農地転用事業計画の変更申請について 

議案第４号 現況証明願について 

議案第５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６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）に対する意見について 
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議案第７号 農地等の利用の最適化に関する指針について 

報告第１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２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）３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。定刻となりましたので、ただいまから令和３年度第11回

あわら市農業委員会定例総会を開会いたします。開会に当たりまして、坪田会長か

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22

名です。なお、推進委員の藤野委員、坂井委員から欠席の届出が、堀川委員より遅

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。 

 

◇ 議事録署名人の指名 
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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、８番森委員、10番北委員、両名にお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

◇ 議  事 

議  長： それでは、日程第５に入ります。 

 

◇ 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」を議題といたします。

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、５件の申請がございました。 

 番号１番につきまして、譲渡人は東京都調布市にお住まいの〇〇〇〇さんでござ

います。譲受人は次郎丸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3,869㎡、畑137㎡でございまして、耕作人員は１名、申請農地は次郎丸地

係の田５筆でございます。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、譲渡人は京都府向日市にお住まいの〇〇〇〇さんでござ

います。譲受人は東山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4,425㎡、畑2,244㎡でございまして、耕作人員は４名、申請農地は東山地係

の田１筆でございます。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。 

 番号３番につきまして、譲受人は北潟にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。

譲受人は石川県加賀市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１万7,890㎡でございまして、耕作人は４名、申請農地は北潟地係の畑１筆で

ございます。売買による所有権の移転でございまして、５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４番につきまして、貸付人は北潟にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。

借受人は石川県加賀市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１万7,890㎡でございまして、耕作人員は４名、申請農地は北潟地係の畑１筆

でございます。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
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いると思います。 

 番号５番につきましては、譲渡人は東京都調布市にお住まいの〇〇〇〇さんでご

ざいます。譲受人は次郎丸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8,397㎡、畑148㎡でございまして、耕作人員は３名、申請農地は北疋田

地係の田１筆、次郎丸地係の畑１筆でございます。贈与による所有権の移転でござ

いまして、７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、地区担当委員の説明を求めたいと思います。１番、５番について、13

番上田委員、お願いいたします。 

 

13  番： この〇〇〇〇さんは都会に住んでおられて、いずれも次郎丸の〇〇〇さんと〇〇

〇さんに譲り渡すということで、事務局の説明にありましたとおり、問題ないと思

います。 

 

議  長： ありがとうございます。続きまして、番号２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ましたとおり、特別問題はないと思われます。 

 以上です。 

 

議  長： ありがとうございます。続きまして、番号３番、４番について、５番辻下委員、

お願いいたします。 

 

５  番： この土地につきましては、荒廃地、レベル３ぐらいの荒廃地で、すごく荒れてい

たんですけれども、昨年もこの〇〇〇さんという方、２筆か３筆ほど、よく似た地

域で購入しましたけども、地区的には既にもう耕作ができるようなところまで荒廃

地を解消しております。譲渡については問題ないと思われます。 

 以上です。 

 

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） 

 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） 
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 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： 続きまして、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」、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。８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、譲渡人は谷畠にお住まいの〇〇〇〇さん、上番

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谷畠地係の３筆で、登記地目はいずれも畑、面積

は合計で329㎡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、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、もしくは例

外規定に該当する場合に転用が可能でございます。今回は集落内で農業を営む〇〇

〇〇さんの後継者の方の個人用住宅ということで、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９ページ、計画図につきましては10ページ、11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、地区担当の説明を求めます。番号１番、２番

につきまして、12番伊藤委員、お願いいたします。 

 

12  番： この場所ですけれども、谷畠の集落の北からの土地という形で、住宅地の隣の畑

ということで、事務局の説明どおり、別に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。本件につきまして、本日、現地調査を行っておりますの

で、調査委員を代表して、２番長谷川委員、お願いいたします。 

 

２  番： 本日、午前９時より澤田委員、長田委員、事務局等で現地確認を行いました。何

ら問題はないかと思われます。 
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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 農地転用事業計画変更申請について 

議  長： 次に、議案第３号「農地転用事業計画変更申請について」、事務局の説明を求め

ます。 

 

事 務 局： 議案第３号「農地転用事業計画の変更申請について」、ご説明させていただきま

す。12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。いずれの案件も北陸新幹線の特

定建設工事ということで、一連の農地転用に当たるため、農地転用事業計画の変更

申請が必要となるものでございます。 

 番号１番につきましては、申請者は〇〇〇〇です。申請事由は、許可を受けた土

地の転用期間が令和４年３月31日で終期を迎えますが、継続して農地転用の必要が

生じたため、事業計画の変更申請を行うというものです。転用の面積につきまして

は１万6,379.65㎡で、期間の延長となっております。一時転用の期間につきまして

は令和４年４月１日から令和５年２月26日までの延長となっておりまして、前回の

転用期間と合わせて３年以内の継続申請ということで、事業計画の変更申請のみの

申請となっております。計画図につきましては13ページ、14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、申請者は〇〇〇〇です。申請事由は、許

可を受けた土地の転用期間が令和４年３月31日で終期を迎えますが、継続して農地

転用の必要が生じたため、事業計画の変更申請を行うというものです。転用の面積

につきましては3,629.23㎡で、期間の延長となっております。一時転用の期間につ

きましては令和４年４月１日から令和５年２月26日までの延長となっておりまして、

前回の転用期間と合わせて３年以内の継続申請ということで、事業計画の変更申請

のみの申請となっております。計画図につきましては15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、申請者は〇〇〇〇です。申請事由は、許

可を受けた土地の転用期間が令和４年３月31日で終期を迎えますが、継続して農地

転用の必要が生じたため、事業計画の変更申請を行うというものです。転用の面積

につきましては4,590.91㎡で、期間の延長となっております。一時転用の期間につ

きましては令和４年４月１日から令和４年７月31日までの延長となっておりまして、
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前回の転用期間と合わせて３年以内での継続申請ということで、事業計画の変更申

請のみの申請となっております。計画図につきましては16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。議案第３号の案件につきましては、全て転用期間の変更

のみでございますので、地区担当委員の説明は割愛させていただきます。 

 次に、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

表して、２番長谷川委員、調査結果の報告をお願いします。 

 

２  番： 本日の９時から、澤田委員、長田委員、事務局等で現地確認しました。内容とし

ましては事務局の説明どおりです。 

 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） 

 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「農地転用事

業計画の変更申請について」、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４号 現況証明願について 

議  長： 次に、議案第４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： 議案第４号「現況証明願について」、ご説明させていただきます。18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、申請人は二面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二面３丁目地係の１筆で、面積は358㎡、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13年に埋め立てら

れ、一部アスファルト敷きの駐車場、残り部分が資材置場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19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、細呂木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指中地係の１筆で、面積は175㎡、登記地目は田、
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現況は非農地でございます。事由につきましては、昭和32年頃に申請地を含む一帯

に医院が建築され、以後、宅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20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、東京都調布市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瓜生地係の１筆で、面積は18㎡、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、昭和30年頃までは農地

として利用されていましたが、以後、耕作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21

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。

まず番号１番につきまして、16番澤田委員、お願いいたします。 

 

16  番： この場所は住宅地の中にありまして、場所も、田んぼのところも埋め立てられて

いて、道の高さまで埋め立てられていて、その上、アスファルトまでしてありまし

たので、現況どおり非農地で間違いないと思います。 

 

議  長： 続きまして、２番につきまして、丸谷職務代理者、お願いいたします。 

 

７  番： この土地につきましては、申請事由にも書かれているとおり、以前にこの土地を

含むところ一帯に医院が建築されておりました。現在は廃業して取り壊されて更地

になっているわけですけれども、その医院が建築されるときに、この１筆だけが書

類から抜けていたというふうに思っていただければと思います。 

 以上です。 

 

議  長： 次に３番につきまして、上田委員、お願いいたします。 

 

13  番： この場所は瓜生の旧８号線、昭和30年頃ですから以前の８号線の山際の土地にな

っているんですが、事務局の説明のとおり、問題ないと思います。 

 

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

で、再度、２番長谷川委員、現地調査の説明をお願いします。 

 

２  番： 本日の９時から、現地調査を行いました。地区担当委員の説明のとおり、問題な
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いと思います。 

 

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ご質問ありませんでしょ

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４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５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５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５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。22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。 

 23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４年２月28日月曜日

でございます。借手につきましては23人、貸手につきましては78人でございます。

利用権設定面積は、賃貸借が224筆、28万9,979㎡、使用貸借が14筆、１万1,556㎡で

ございます。期間別内訳でございますが、２年・３年の田が８筆、１万4,098㎡、５

年・６年・７年の田が75筆、15万6,926㎡、畑が６筆、9,645㎡、10年の田が145筆、

11万4,636㎡、畑が４筆、6,230㎡でございます。 

 24ページにお進みください。集落別内訳については、舟津の田が139筆、田中々の

田が４筆、中番の田が２筆、下番の田が37筆、玉木の田が１筆、北潟の畑が３筆、

波松の畑が１筆、城の畑が３筆、城新田の畑が１筆、新の田が４筆、稲越の田が５

筆、古屋石塚の田が１筆、菅野の田が４筆、北の田が６筆、熊坂の田が４筆、下金

屋の田が11筆、後山の田が10筆、滝の畑が１筆、柿原の畑が１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。 

 25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。37ページま

でまたがっております１番から51番につきましては、借受人は〇〇〇〇でございま

す。舟津の田83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１筆当

たり800円から１万5,000円でございます。期間につきましては令和４年４月１日か

ら令和14年３月31日まででございます。５番、10番、15番、17番、19番、24番、26

番、32番、34番、36番、37番、38番、39番、41番、43番、44番、46番、51番は新規
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設定でございまして、ほかは再設定でございます。用水費は借主負担でございます。 

 37ページから40ページまでまたがっております52番から64番につきましては、借

受人は〇〇〇〇でございます。舟津の田15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１筆当たり7,400円から１万5,000円でございます。期間につき

ましては令和４年４月１日から令和14年３月31日まででございます。再設定でござ

いまして、用水費は借主負担でございます。 

 41ページをお開きください。65番、66番につきましては、借受人は舟津にお住ま

いの〇〇〇〇さんでございます。舟津の田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１筆当たり2,300円から１万5,000円でございます。期間につ

きましては令和４年４月１日から令和14年３月31日まででございます。再設定でご

ざいまして、用水費は借主負担でございます。 

 42ページまでまたがっております67番から70番につきましては、借受人は舟津に

お住まいの〇〇〇〇さんでございます。舟津の田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１筆当たり１万4,900円または１万5,000円でございま

す。期間につきましては令和４年４月１日から令和14年３月31日まででございます。

再設定でございまして、用水費は借主負担でございます。 

 42ページから45ページまでまたがっております71番から81番につきましては、借

受人は堀江十楽にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。舟津の田15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１筆当たり1,600円から１万5,000円

でございます。期間につきましては令和４年４月１日から令和14年３月31日までで

ございます。再設定でございまして、用水費は借主負担でございます。 

 45ページから47ページまでまたがっております82番から92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。舟津の田11筆でございます。

利用目的は水稲でございます。賃借権の設定でございまして、賃借料は１筆当たり

7,800円から１万5,000円でございます。期間につきましては令和４年４月１日から

令和14年３月31日まででございます。再設定でございまして、用水費は借主負担で

ございます。 

 48ページにお進みください。93番につきましては、借受人は舟津にお住まいの〇

〇〇〇さんでございます。舟津の田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１筆当たり1,100円でございます。期間につきましては令和４年４月

１日から令和14年３月31日まででございます。再設定でございまして、用水費は借

主負担でございます。 

 94番から96番につきましては、借受人は舟津にお住まいの〇〇〇〇さんでござい

ます。舟津の田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１筆

当たり1,100円でございます。期間につきましては令和４年４月１日から令和14年３

月31日まででございます。再設定でございまして、用水費は借主負担でございます。 
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 49ページをお開きください。97番から99番につきましては、借受人は舟津にお住

まいの〇〇〇〇さんでございます。舟津の田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１筆当たり8,000円でございます。期間につきましては令和

４年４月１日から令和14年３月31日まででございます。再設定でございまして、用

水費は借主負担でございます。 

 100番につきましては、借受人は舟津にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。舟

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１筆当たり

8,000円でございます。期間につきましては令和４年４月１日から令和14年３月31日

まででございます。再設定でございまして、用水費は借主負担でございます。 

 50ページにお進みください。101番、102番につきましては、借受人は田中々にお

住まいの〇〇〇〇さんでございます。田中々の田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１万5,000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７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。 

 103番につきましては、借受人は田中々にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。

田中々の田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１万6,500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７年２

月28日まででございます。再設定でございまして、用水費は貸主負担でございます。 

 50ページから54ページまでまたがっております104番から120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39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１万円または１万4,525円でご

ざいます。期間につきましては、104番から118番は令和４年３月１日から令和９年

２月28日まで、119番、120番は令和４年４月１日から令和９年３月31日まででござ

います。再設定でございまして、用水費は借主負担でございます。 

 55ページをお開きください。121番につきましては、借受人は河間にお住まいの〇

〇〇〇さんでございます。玉木の田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１万6,000円でございます。期間につきましては令和４年

４月１日から令和14年３月31日まででございます。再設定でございまして、用水費

は借主負担でございます。 

 122番から124番につきましては、借受人は〇〇〇〇でございます。新の田４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１万2,000円また

は１万3,000円でございます。期間につきましては令和４年４月１日から令和14年３

月31日まででございます。122番は新規設定、123番、124番は再設定でございまして、

用水費は借主負担でございます。 

 56ページにお進みください。125番につきましては、借受人は〇〇〇〇でございま

す。稲越の田５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
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たり１万5,000円でございます。期間につきましては令和４年４月１日から令和９年

３月31日まででございます。再設定でございまして、用水費は借主負担でございま

す。 

 126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１筆でござ

います。利用目的は水稲で賃借権の設定、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29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。 

 57ページまでまたがっております127番から129番につきましては、借受人は〇〇

〇〇でございます。菅野の田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４月

１日から令和９年３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。 

 130番、131番につきましては、借受人は〇〇〇〇でございます。北の田６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、130番は令和４年４月１日から令和６年３月31日まで、

131番は令和４年４月１日から令和９年３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。 

 58ページまでまたがっております132番から134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。熊坂の田４筆、下金屋の田11筆でござい

ます。利用目的は水稲で、133番は使用貸借権の設定、132番、134番は賃借権の設定

でございます。10ａ当たり賃借料は2,000円または7,500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９年12月31日まででございます。新規設定で

ございまして、用水費は借主負担でございます。 

 59ページまでまたがっております135番から137番につきましては、借受人は〇〇

〇〇でございます。後山の田10筆でございます。利用目的は水稲で、135番は使用貸

借権の設定、136番、137番は賃借権の設定でございます。賃借料は10ａ当たり3,000

円または5,000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10年

12月31日まででございます。新規設定でございまして、用水費は借主負担でござい

ます。 

 138番から140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10

ａ当たり8,000円でございます。期間につきましては令和４年４月１日から令和14年

３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。 

 60ページにお進みください。141番から144番につきましては、借受人は〇〇〇〇

でございます。波松の畑１筆、城の畑３筆、城新田の畑１筆でございます。利用目
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的は芝で賃借権の設定、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３月１日から令和10年２月29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。 

 61ページをお開きください。145番、146番につきましては、借受人は〇〇〇〇で

ございます。滝の畑１筆でございます。利用目的は農業用施設及び野菜で賃借権の

設定、賃借料は10ａ当たり7,500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９年２月28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。 

 147番につきましては、借受人は坂井市春江町にお住まいの〇〇〇〇さんでござい

ます。柿原の畑１筆でございます。利用目的は牧草で賃借権の設定、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３月１日から令和14年２

月29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： ご苦労さまです。非常に件数が多いので大変やったろうと思います。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。再設定というのが主な

あれなんですけれども、何か質問がございましたらよろしくお願いいたします。 

   （質問、意見なし） 

 質問がないようですので、採決に入らさせていただきたいと思います。まず、番

号52番から64番については〇番の〇〇〇〇委員が、それから番号135から137番まで

につきまし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１番

から51番、65番から134番、138番から147番について採決を行いたいと思います。議

案第５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） 

 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52番から64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） 

 次に〇〇〇委員、退室をお願いします。 
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   （〇番〇〇〇委員退席） 

議  長： それでは、番号135番から137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６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６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６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。62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。 

 63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４年２月28日月曜日

でございます。貸手につきましては32人でございます。利用権設定面積は、賃貸借

が63筆、６万3,457㎡でございます。集落別内訳は、国影の田３筆、高塚の田52筆、

熊坂の田８筆でございます。 

 64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、国影の田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１万3,000円でございます。耕作予定者は〇〇〇〇でございます。 

 73ページまでまたがっております２番から39番につきましては、高塚の田52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１万1,000円でご

ざいます。耕作予定者は、〇〇〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇でございます。 

 74ページまでまたがっております40番から43番につきましては、熊坂の田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。 

 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。 
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議  長： ありがとうございます。それでは、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６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７号 農地等の利用の最適化に関する指針について 

議  長： 次に、議案第７号「農地等の利用の最適化に関する指針について」を議題といた

します。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局： それでは、私のほうから農地等の利用の最適化に関する指針の変更について説明

させていただきます。75ページ、76ページをご覧願います。この指針につきまして

は、前回の農業委員会で内容を説明させていただきました。指針の策定から５年が

経過したため、今回新たに今後の５年間の目標を設定するため、正式に議案として

提出させていただきました。農業委員会等に関する法律第７条に基づき、あわら市

農業委員会に係る指針を次のとおり定めさせていただきたいと思います。 

 １の遊休農地の解消目標につきましては、５年間で５㏊の解消を目標といたしま

す。２の担い手への農地の集積につきましては、５年後の農地集積面積を2,600㏊と

させていただきます。３の新規参入者につきましては、新規参入者及び経営継承者

を５年間で10経営体を目指していきたいと考えております。このような内容で前回

も説明させていただきました。 

 この内容につきましては５年後を目標として設定しておりますが、今後の実情等

を踏まえまして、途中で見直し等も視野に入れて今後行っていきたいと考えており

ます。今回の内容でこの指針を変更させていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 先月提出しました別刷りの資料なんですが、ミスプリント等がありましたので、

訂正させていただいたものを再度配付させていただきました。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： これ、どこが違っていたの。 

 

事 務 局： ㏊というところが間違っていたんです。㎡というふうになっていましたので。単

位が㎡じゃなくて㏊に変更させていただきました。 
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議  長： 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。前回もいろい

ろお話をさせていただいたかと思いますけれども、何かご質問あればお聞きしたい

と思います。 

   （質問、意見なし） 

 なければ、採決に入りたいと思います。議案第７号「農地等の利用の最適化に関

する指針について」、賛成の方の挙手を求めます。 

   （全員挙手） 

 全員賛成です。よって、指針をこのように定めることといたします。よろしくお

願いいたします。 

 

◇ 報告第１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１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１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。77ページをお開きください。 

 今回、８件の届出がございました。 

 １番につきましては、南金津の田１筆でございます。権利取得者は市姫三丁目に

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25年８月11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。 

 ２番につきましては、伊井の田４筆でございます。権利取得者は伊井にお住まい

の〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は平成30年２月27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。 

 ３番につきましては、中川の田２筆、北疋田の田２筆、次郎丸の田２筆でござい

ます。権利取得者は鯖江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11月30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。 

 ４番につきましては、後山の田４筆でございます。権利取得者は後山にお住まい

の〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和３年12月14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。 

 ５番につきましては、柿原の畑１筆でございます。権利取得者は大溝一丁目にお

住まいの〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は平成27年５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。 

 ６番につきましては、指中の畑１筆でございます。権利取得者は指中にお住まい

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26日で、相続による所有
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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。 

 78ページにお進みください。７番につきましては、堀江十楽の田11筆、畑２筆、

北潟の畑２筆でございます。権利取得者は堀江十楽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11月24日で、相続による所有権の移転でございま

す。田は〇〇〇が耕作し、畑は自己管理するとのことでございます。 

 79ページまでまたがっております８番につきましては、南金津の田１筆、稲越の

田７筆、畑３筆でございます。権利取得者は稲越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４年２月１日で、相続による所有権の移転でございます。

南金津の田１筆、稲越の田４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。 

 

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号を終わりたいと思います。 

 

◇ 報告第２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： それでは次に、報告第２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： では、報告第２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。80ページにお進みください。 

 今回、13件の届出がございました。 

 １番から３番につきましては、高塚の田６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、賃貸人の都合により解約するものでございます。 

 ４番につきましては、高塚の田２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、賃貸人の都合により解約するものでございます。 

 ５番から７番につきましては、高塚の田７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、賃貸人の都合により解約するものでございます。 

 81ページにお進みください。８番につきましては、次郎丸の田５筆で、賃借人は

次郎丸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、所有権を移

転するため解約するものでございます。 

 ９番につきましては、赤尾の田１筆で、賃借人は赤尾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。 

 10番、12番、13番につきましては、熊坂の田２筆、後山の畑１筆、次郎丸の田１
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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、10番、12番は耕作者

の都合による解約、12番は賃貸人の都合によるものでございます。 

 11番につきましては、堀江十楽の田４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、賃貸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： それでは、何か本案につきまして、ご質問ございませんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 なければ、報告第２号を終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

◇ その他（１） 

議  長： それでは、６、その他でございます。（１）の「３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： ３月の農業委員会定例総会ですが、３月28日月曜日の午後１時30分から、この全

員協議会室で開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長： よろしいでしょうか。それでは、３月の定例総会、３月28日月曜日、１時半から

行いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

◇ その他（２） 

議  長： 次に、その他の（２）その他について、事務局から何か説明があればお願いしま

す。 

 

事 務 局： 【説明】 

 

議  長： ありがとうございます。それと、新年会、延び延びになっておりまして、今日も

延期という状況でございますが、本当はコロナが落ち着いたら一度ぜひやりたいな

という具合に思っております。新年会というわけではないんですけれども、今年初

めての顔合わせ、飲み会ということで、懇親会ということで、できたら３月の定例

総会の後、実施をしたいなと思いますけど、またこれもコロナの関係で、また１か

月延びるかもしれませんけれども、最終的にはお別れ会になってしまうかもしれま

せんが、一応予定をしております新年会につきましては、できるだけ、やめるわけ

でなしに延期という方向性で検討させていただきたいなと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 以上です。 
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 何かほかに、最後にご質問ありませんか。 

   （質問、意見なし） 

 

◇ 閉  会 

議  長： なければ、これをもちまして、第11回のあわら市農業委員会定例総会を終わらせ

ていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 
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