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令和３年度第12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３月28日（月）午後１時30分から２時53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     １番 谷川 聡志 

２番 長谷川太佑 

４番 林  惠子 

５番 辻下 義雄 

６番 竹内 和之 

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     ３番 長田奈津子 

８番 森  雅規 

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３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 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
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ついて 

報告第３号 農地中間管理事業の推進に関する法律第20条の規定による契約解

除の報告について 

第６  その他 

（１）あわら市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する要綱の改

正について 

（２）４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。定刻になりましたので、ただいまからあわら市農業委員

会定例総会を開催させていただきます。まず最初に、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、３番長田委員、８番森委員、10番北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ご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」を行いたいと思います。本日の議事

録署名人は、12番伊藤委員、13番上田委員の両名にお願いしたいと思います。 

 

◇ 議  事 

議  長： それでは、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： まず、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、２件の申請がございました。 

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

譲受人は山室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

3,808㎡、畑2,750㎡でございまして、耕作人員は１名、申請農地は笹岡地係の田

1,997㎡、山室地係の田1,336㎡、山室地係の田2,747㎡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、譲渡人は勝山市にお住まいの〇〇〇〇さんでございま

す。譲受人は〇〇〇でございます。〇〇〇の耕作面積は畑20万6,273.99㎡でござい

まして、耕作人員は15名、申請農地は北潟地係の畑3,340㎡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たいと思います。

まず、番号１番でございますけれども、14番森川委員、お願いいたします。 

 

14  番： この件につきましては、売買による所有権の移転でございます。特に問題はあり

ません。 

 以上です。 

 

議  長： ありがとうございます。続きまして、番号２番、地区担当委員は５番辻下委員、

お願いいたします。 
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５  番： 説明いたします。元の地主は不在地主でございまして、半分やむを得ず〇〇〇が

引き受けるというような感じです。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、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） 

 全員です。よって、許可相当と認めます。 

 

◇ 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： 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、申請人は坂井市春江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市姫三丁目地係の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44年頃

まで農地として利用されていたが、同年に農機具小屋が建築され、以後宅地として

利用され、現在に至っているとのことで、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７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、下金屋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下金屋地係の１筆で、面積は1,835㎡、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50年代に埋

め立てられ、住宅兼店舗及び駐車場として利用されており、以後宅地及び雑種地と

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８ページをご覧ください。 

 

議  長： それでは、次に、地区担当委員の説明を求めるところでございますが、番号１番

につきましては、森委員が欠席しておりますので、事務局の説明に代えさせていた

だきます。 

 ２番につきましては、上田委員、よろしくお願いいたします。 
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13  番： この場所は、８号線沿いで以前、コンビニとしてずっとあったんですが、その後、

しまわれて現在に至っております。今の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、

調査委員を代表いたしまして、谷川委員、調査結果の報告をお願いします。 

 

１  番： 本日午前９時から、私と林委員、辻下委員の３人と事務局で現地を見てまいりま

した。１番につきましては、住宅地の中にある土地でして、今は更地なんですけど、

瓦礫とか落ちていて農地ではないという状態で、事務局説明のとおり問題ないと思

います。２番につきましては、元コンビニということで、今、廃材とか置いてある

んですけど、コンクリート舗装とかされていて農地ではないという状態で、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。それでは、本案件について、何かご質問ございませんで

しょうか。 

   （質問、意見なし） 

 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」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。９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。 

 10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３月31日木曜日

でございます。借手につきましては14人、貸手につきましては59人でございます。

利用権設定面積は、賃貸借が227筆、26万3,412㎡、使用貸借が１筆、164㎡でござい

ます。期間別内訳でございますが、１・３年の田が２筆、5,299㎡、畑が９筆、１万
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2,652㎡、４・５・６年の田が14筆、３万6,873㎡、畑が４筆、２万3,260㎡、10年の

田が188筆、15万4,279㎡、畑が11筆、３万1,213㎡でございます。 

 11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４筆、牛山の畑

が１筆、国影の畑が２筆、井江葭の田が５筆、畑が１筆、上番の田が１筆、北潟の

畑が８筆、新の田が１筆、南金津の田が７筆、北金津の畑が４筆、稲越の田が163筆、

市姫五丁目の田が13筆、東田中の田が１筆、瓜生の田が８筆、清滝の田が２筆、鎌

谷の田が１筆、柿原の畑が３筆、山十楽の畑が１筆、細呂木の田が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。 

 12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、借受人は〇〇〇〇でございます。井江葭の田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当たり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８年３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。 

 ２番につきましては、借受人は上番にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。上

番の田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。 

 20ページまでまたがっております３番から28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163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。 

 29番につきましては、借受人は〇〇〇〇でございます。東田中の田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。 

 21ページまでまたがっております30番から35番につきましては、借受人は丸岡町

にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。瓜生の田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１万4,000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。 

 22ページにお進みください。36番につきましては、借受人は清滝にお住まいの〇

〇〇〇さんでございます。清滝の田２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４月１日から令和５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。 
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 37番につきましては、借受人は鎌谷にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。鎌

谷の田１筆でございます。利用目的は水稲で使用貸借権の設定で、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。 

 38番、39番につきましては、借受人は〇〇〇〇でございます。細呂木の田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。 

 23ページをお開きください。24ページまでまたがっております40番から44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４筆、国影の畑１筆でござ

います。利用目的はソバ、野菜で賃借権の設定、10ａ当たり賃借料は、ソバ作付の

場合は5,000円、野菜作付の場合は１万円でございます。期間につきましては令和４

年４月１日から令和７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。 

 45番につきましては、借受人は赤尾にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。牛

山の畑１筆でございます。利用目的は野菜、メロン、トマト、スイカで賃借権の設

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４月１

日から令和９年３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。 

 46番、47番につきましては、借受人は〇〇〇〇でございます。国影の畑１筆、井

江葭の畑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４月１日から令和10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。 

 25ページをお開きください。26ページまでまたがっております48番から53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７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、48番から52番については令和４年４月１日から令和14年３月31日、53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。 

 54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４年４月１日から令和14年３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。 

 27ページまでまたがっております55番から57番につきましては、借受人は〇〇〇

〇でございます。北金津の畑４筆でございます。利用目的はソバ、野菜で賃借権の

設定、10ａ当たり賃借料は、ソバ作付の場合は5,000円、野菜作付の場合は１万円で
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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７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。 

 28ページまでまたがっております58番から60番につきましては、借受人は春江町

にお住まいの〇〇〇〇さんでございます。柿原の畑３筆でございます。利用目的は

飼料畑で賃借権の設定、10ａ当たり賃借料は、58番は１万2,000円、59番、60番は１

万円でございます。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。 

 61番につきましては、借受人は丸岡町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。利用目的は飼料畑で賃借権の設定、10ａ当たり賃借

料は１万円でございます。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。 

 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、本案につきまして、何かご質問ございません

でしょうか。 

 

藤野推進委員： 貸付けには関係ないんですけど、飼料畑というのは聞き慣れない言葉ですけ

ど、これは飼料を作るということで。 

 

議  長： 事務局のほうで。 

 

事 務 局： 牧草を作ってます。 

 

議  長： トウモロコシもやってますね、デントコーン。 

 

事 務 局： 近年はトウモロコシはあまり作ってない。 

 

議  長： やってないんか、最近。 

 

事 務 局： はい。イタリアンとかの牧草。 

 

議  長： のほうが多いですか。 

 

事 務 局： はい。 
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議  長： いいですか、それで。 

 

    ： はい。 

 

議  長： ほかに何かないでしょうか。 

   （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。まず、番号１番、それから40番

から44番、55番から57番については、〇番の〇〇〇〇委員が、番号３番から28番に

つきましては推進委員の〇〇〇〇委員が、それから、36番については推進委員の〇

〇〇〇委員が、番号38番、39番については〇番の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２番、29番から35番、37番、45番から54番、58番から61

番につきまして採決をさせていただきたいと思います。 

 まず、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」、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、退室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、それから40番から44番、55番から57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） 

 次に〇〇〇〇委員、退室をお願いいたします。 

   （〇〇〇〇推進委員退席） 

 それでは、番号３番から28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。 

   （〇〇〇〇推進委員着席） 

 続きまして、〇〇〇〇委員、退室をお願いします。 

   （〇〇〇〇推進委員退席） 

 それでは、番号36番につきまして、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。 

   （〇〇〇〇推進委員着席） 
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 お願いします。 

   （〇番〇〇〇〇委員退席） 

 それでは、番号38番、39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） 

 

◇ 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： 続きまして、それでは、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」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。29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。 

 30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３月31日木曜日

でございます。貸手につきましては７人でございます。利用権設定面積は、賃貸借

が19筆、３万1,896㎡でございます。集落別内訳は、堀江十楽の田４筆、下番の田１

筆、赤尾の田９筆、桑原の田５筆でございます。 

 31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、堀江十楽の田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、下番の田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１万1,880円でございます。耕作予定者は〇〇〇〇さんでご

ざいます。 

 32ページまでまたがっております３番から６番につきましては、赤尾の田９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。 

 ７番につきましては、桑原の田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。 

 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
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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。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 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。33ページをお開きください。 

 今回、９件の届出がございました。 

 １番につきましては、中番の田２筆でございます。権利取得者は中番にお住まい

の〇〇〇〇さんでございます。権利取得日は令和３年12月６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。 

 ２番につきましては、熊坂の田４筆、畑５筆でございます。権利取得者は坂井町

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７月４日で、相続

による所有権の移転でございます。田は〇〇〇〇が耕作し、畑は自己管理するとの

ことでございます。 

 ３番につきましては、玉木の田４筆、畑５筆でございます。権利取得者は玉木に

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11月５日で、相続に

よる所有権の移転でございます。玉木地係の田３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。 

 34ページにお進みください。４番につきましては、伊井の田３筆、畑１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

令和３年12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。 

 ５番につきましては、細呂木の田３筆、畑１筆、指中の田１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４年

２月21日で、相続による所有権の移転でございます。指中の田は〇〇〇〇が耕作し、
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ほかは自己管理するとのことでございます。 

 35ページまでまたがっております６番につきましては、二面の田１筆、牛山の田

６筆、畑９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、推定令和３年８月28日で、相続による所有権の移転でござい

ます。二面地係、牛山地係の田７筆は〇〇〇〇、牛山地係の畑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。 

 ７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４年10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。 

 ８番につきましては、柿原の田４筆、畑２筆でございます。権利取得者は柿原に

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11日で、相続に

よる所有権の移転でございます。田は〇〇〇〇、畑１筆は〇〇〇〇が耕作し、畑１

筆は自己管理するとのことでございます。 

 36ページまでまたがっております９番につきましては、柿原の田14筆、畑９筆、

山西方寺の畑１筆でございます。権利取得者は柿原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８日で、相続による所有権の移転でございま

す。田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。 

 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： 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ページをお開きください。 

 今回、５件の届出がございました。 

 １番につきましては、山室の田２筆、笹岡の田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、賃貸人の都合により解約するものでございます。 

 ２番から５番につきましては、番堂野の畑５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。 
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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。 

 ちょっと聞いていい？ これ、合意解約された後、誰が作るかというのは分かっ

てないの。 

 

事 務 局： まだ聞いてないです。 

 

議  長： じゃ、探してるってことか。 

 

事 務 局： はい。 

 １番については、今回、所有権移転して、〇〇〇〇さんが耕作するということで

報告いただいてます。２番から５番についてはまだちょっと聞いてないので。 

 

議  長： 何かほかにありますか。 

   （質問、意見なし） 

 ないようですので、報告第２号を終わります。 

 

◇ 報告第３号 農地中間管理事業の推進に関する法律第20条の規定による契約解除の報告に

ついて 

議  長： 次に、報告第３号「農地中間管理事業の推進に関する法律第20条の規定による契

約解除の報告について」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「農地中間管理事業の推進に関する法律第20条の規定による契

約解除の報告について」、ご説明いたします。38ページにお進みください。 

 今回、41件の届出がございました。 

 42ページまでまたがっております１番から41番は、指中の畑16筆、山西方寺の畑

５筆、宮谷の畑28筆、柿原の畑４筆、二面の畑１筆、清王の畑７筆、青ノ木の畑２

筆、山十楽の畑１筆でございます。賃借人はふくい農林水産支援センターでござい

ます。事由につきましては、受け手とふくい農林水産支援センターとの契約が解約

となった後、２年の期間を経過してもなお当該農用地等の貸付けを新たな受け手で

行うことができる見込みがないためとのことでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

議  長： これ、聞いていい？ 借手が見つからんから支援センターが返すということです

か。 

 

事 務 局： これ、ちょっと期間がずれるというのがあるんでちょっとあれなんですけど、指
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中、柿原、山西方寺につきましては、借手見つかっておりまして、６月ぐらいの議

案でまた中間管理事業として契約する予定となってます。あと、宮谷、青ノ木につ

きましては、おっしゃるとおり、受け手を探しましたが見つけることが今現在でき

てないというような状況になっています。 

 

議  長： いや、それは分かるんやけど、本来の中間管理事業そのものというのは、農地銀

行的要素というのを物すごく含んでるんやね、当初から。それで、今見つからんか

らもう放すんじゃなしに、見つかるまでずっと自分たちが管理をしてる方向性とい

うのはないんですか。 

 

事 務 局： 法律によりまして、一定の期間、受け手を探した結果、見つからない場合は県の

公告により自動的に解約することができるというふうになってまして、その一定の

期間というのが、福井県の場合は２年間、受け手を探した結果、やっぱり受け手が

見つけることができなかった場合は地権者の同意を得ずして解約ができるというふ

うなことになっています。 

 

議  長： これ、２年間探したの。 

 

事 務 局： 探してますけど。 

 

６  番： これ、探して、探してというか、実際、加藤農産やらソバ作っとるんや。それで、

２年間は、要するに、支援センターが年貢を払う。 

 

議  長： これ、〇〇〇〇の後やろ？ 

 

６  番： これ、〇〇〇の後。 

 

議  長： 〇〇〇の後？ 

 

事 務 局： おっしゃるとおり、〇〇〇〇が撤退した後、〇〇〇にあっせんしまして、〇〇〇

も撤退という話で今、中間管理事業に２年間、貸し付けてる、受けてるだけという

ような土地になってます。 

 

議  長： あっ、そうか。そうすると、〇〇〇はもう２年たったんけ。 

 

    ： たったんや。で、その後、〇〇〇〇やら僕も作ってたんやけど。 
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事 務 局： おっしゃるとおり、先ほど僕言いましたとおり、指中、柿原、山西方寺につきま

しては、２年間作ってた担い手の方が引き続き作るということで、ほぼまとまって

ます。それ以外の宮谷につきましては、どうしても圃場の条件がよくないという話

で、受けてくれる担い手がいないというような状況になってます。 

 

議  長： 生えなかったんけ。 

 

６  番： 宮谷は土がというかあれやで、ソバがうまくいかんかった。あとは柿原やらあそ

こも何とか。ただ、周りの管理をせんとか言ってるので、そこら辺が問題やけども。

土手の周りを管理せんと、地元が管理してくれりゃいいけど、管理してくれんやろ

で、それはちゃんと条件としてやっぱり言わないと。 

 

議  長： 土手、大分なくなったんやけどな。昔はもっとあったんやけど。 

 

６  番： いや、あそこはひどいんやって。 

 

堀川推進委員： ちょっといいですか。 

 

議  長： はい。 

 

堀川推進委員： 私、宮谷ですから、若干状況だけお話ししましょう。土質の関係での質問で

すけども、〇〇〇〇が個別に歩いてるみたいですね。走っていただきたいって。た

だ、〇〇〇〇、〇〇〇さんでも作ってるんですけれども、一番最初、宮谷にも話が

あったときに、その時点でいろいろ問題があったんやね。問題って大体分かってら

っしゃる方も、汚泥を肥料にという話があって、結局貸す人が少なかった。今、ど

うされるんかという問題も、やっぱりなかなか個人の人が決めかねてるという状況

でございます。 

 それから、のり面の管理については、田んぼはのり面は少ないと思うんですが、

畑はどうしてものり面があるんですけれども、地権者の人によってはのり面は地権

者が管理するのが当然ですといって理解してる人はいるんですよ。そうすると高く

て、大半の人、簡単に貸すような人はやっぱりのり面は管理してくださいねって言

うと、実際借りる人はそんなのり面まで管理せなあかんならやめとくという話が    

ないんやね。実際、やっぱり私らも見ますけれども、安易に人に貸す話は、何も努

力をしてないので、もう少し地権者の人も、作られんなら難しいですけど、少しは

何かを少しずつ作って、本当に作れんのなら探すとか、そんなことをせなあかんと
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思います。 

 

議  長： その件なんですけど、実際のところ、〇〇〇〇さんが私のところへも来とるんが

です。農地を借りたいという話は前々から聞いてるんですよね。ただ、皆さん、〇

〇〇〇さんは下水道で入れてる。だから、言うと、重金属の問題というのをどうも

問題視し過ぎてるんじゃないかなというのがあるんですよね。現実、〇〇〇〇さん

が今、山十楽等で〇〇〇さんが入りましたよね。あの〇〇〇さんが入ったときに、

〇〇〇〇がやってる畑も〇〇〇さんが借りてるんですよ。その当時、〇〇〇さんは

全部土壌調査してるんですよ。〇〇〇さんが借りてた農地、重金属何も出てきてな

いというのが現実なんですよね。〇〇〇さんのところも基本的にはその検査結果も

提示しますって言ってるんだけれども、そういうところの問題がないようやったら、

荒かすなら貸すという方法というのは考えるべきじゃないかなというのは１つ思っ

てるんです。実質、芦原町と金津町が合併した当時、〇〇〇〇というのは高塚にも

う初めから入ってたという経緯があるんですよね。金津は、当時の農業委員会とし

ても、金津地区についてはもう入ってしまってるんだから、〇〇〇〇を認めていこ

うということと、もう一つは、１作、物を作って、その農産物をちゃんと出荷して

くださいという条件で許可をずっとしてきた経緯もあるんで、宮谷の隣の山室はも

う実際、〇〇〇〇さん入っておられるし、何も問題がないようやったら、〇〇〇〇

さんやからどうこうというんじゃなしに、もうちょっとそこら辺ど農地を活用して

もらえるなら、その分も検討していく必要があるんじゃないかなとは思うんで、ま

た堀川さん、集落帰りまして、その辺もやっぱりちょっと話してもらえんですかね。 

 

堀川推進委員： 個人的に、どうかなってところはありますけど、現実的に〇〇〇〇さんやっ

てますよね。金津地区で、相当な量大根作ってますよね。 

 

議  長： うん、今やってますよね。 

 

堀川推進委員： 実際のところ、〇〇〇〇は一番最初、そういうものを入れて放置してたんや

ね、何も起こさずに。その集落からの臭いがひどいんで、臭いをしないようにとい

うのが後ほどは改善されたんだけど、そういう最初のイメージがまだ。 

 

議  長： イメージやね。今、〇〇〇〇さんが入れてる大根というのは、岐阜県の〇〇〇〇

さんへ入れてる大根なんです。あれは主に刺身のつまなんですけど、それでも食品

として彼らはやってますけれども、その〇〇〇〇さんも非常に、逆に言うと基準は

厳しいんですよ。だから、そこで重金属の発生というのはやはり見られないという

のは、見られないからこそ彼ら契約してやってんだろうと思うんで、その辺の昔の
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考え方のあれじゃなしに、１回、本当に自分たちの、宮谷なら宮谷の集落の農地を

どうするんかということを、せっかく推進委員さんで堀川さんがおられるんで、何

かやっぱりその辺は農業委員会も含めて検討していきたいなと。で、できるだけ農

地を荒らさない。せっかくあそこは荒れていたのを開墾もう一回、再度耕作放棄地

を解消してやった農地なんで、何とか努力してもらえんかなと思いますんで、また

お願いします。 

 

堀川推進委員： 昔のイメージがやっぱりなかなか。実は農協の青果物は〇〇〇〇が作ったの

は売りません。というのは、この間、支援センターまでその話を、出た人が聞いた

そうですわ。〇〇〇〇どうですかって。そしたら、ちょっとはっきりした答えを出

さなんだんやね。やっぱりもうお墨つきで大根もやってる、そういうことですから、

もうほとんど昔のそういう問題はありませんという断言をしないと。 

 

６  番： 支援センターは独自で〇〇〇〇の土質調査を、土壌調査をやってるんや。 

 

堀川推進委員： ただ、結果は広げてくんなればいい。 

 

議  長： いや、やったんや、実際。それは支援センターがやったんじゃなしに、〇〇〇さ

んが入るときに調査したんですよ、全部。 

 

６  番： いや、僕が入ったところもやってるんや。 

 

議  長： ああ、そっか。 

 

６  番： うん。 

 

議  長： それで、例えば、〇〇〇〇さんも食品を扱ってる会社ですから、そんなあほな状

態では取ってきませんし、大根やってますよね。大根も〇〇〇〇さんと物すごい

大々的に契約してやってるんであれだけの面積広げてるんだろうと思うんですけれ

ども、ただ、今、息子さんに代代わってるんで、ただ、おやじさん出てくると話が

ややこしい。何か１回、そこら考えられたらなと思うんで、また事務局のほうもそ

の辺、ちょっと支援センターとタイアップして考えてください。 

 それでは、報告第３号ですけど、何かほかにありませんか。 

 

八木推進委員： 今の話のちょっと続き、ちょっと話あったんですけど、のり面の管理の話で

すね、私もよく見たら地図のところにいるんですが、年間通して三、四回刈ると、
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大体田んぼの面積ぐらいはその作業が必要なんですね。やっぱりのり面の管理とい

うのは、地主さんにもう少し考えてもらうというか、耕作する人だけに任せてもち

ょっと無理があるんでねえかと思うところがたくさんあります。当委員会で何とか、

昔のまんまの考え方でなしに何とかしてもらえるといいなと思います。 

 

議  長： これは当初から私も言ってたと思うんですけども、最近、今、農地・水、あれ何

て言ったんやっけ。 

 

八木推進委員： 多面的。 

 

議  長： 多面的機能か。こちらのほうでの活用をできるだけやってほしいと言ってるとこ

ろなんですよね。それをやるにしても、その金を活用しても、多面的機能のほうは

中山間地と違って、中山間地は懐すっと入っちゃうんだけど、地権者入っちゃうん

だけど、多面的機能のほうは、基本的に実質作業をやらないと金が出ないというと

ころがあります。そういう中で、多面的機能をもうちょっと集落と話し合った中で、

いつも繰り越すんじゃなしに、何かそれを活用して、その金を使ってやる方法を考

えてもらいたいなと。それは、各集落ごとで１回お願いをしたいというのが考え方

なんですね。それで、うちらなんかでも、特にうちの場合は集落営農でやってるも

んだから、プラス全く面積がイコールの状態で多面的機能の枠がはまってるんで、

集落の判断というか、その集落営農の判断で、ならそこは草刈りは全部多面的機能

でやろうとかということはできるんですけど、どうも全集落が一緒な面積でない場

合というのは使い方が難しいところあると思うんですけども、その辺は多面的機能

の役員さんと、それと、農業をやってる、入ってきてる人たちとの話合いをやはり

ここでもっていただけんかなという具合に思っています。 

 

八木推進委員： それ、多面的機能の担当者にしても、みんなを説得するというか、説明し切

るというのがなかなか難しいことがあるのと、こういう組織で少し方向づけという

か、指針というか、多面的、結構担当者からもそういう外からの知恵、あるいは言

葉が出ないと結局議論になりませんので。１つの集落の中に１人担当者がいて、全

部説明し切るというのは難しいです。 

 

議  長： 局長、何か考えてやってるんですか。 

 

局  長： 考えても難しいですね。地権者の方の考えも。 

 

議  長： 地権者もそうやけど、集落として多面的機能の金を活用する方向性。 
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局  長： 集落営農の際はいいと思うんですけど、いろんな。 

 

堀川推進委員： いいですか。それに関連してちょっと申し上げますと、うちの宮谷も田んぼ

も畑も全部ではないですけど、田んぼはみんな組織に入ってますけど、畑もうちは

対象にしてますけど、ただ、Ｕ字溝とかいろんな管理になると、やっぱり田んぼは

水を使うんで、きちっとしたい。畑はもうＵ字溝が終わってても、はっきり言って、

土地申請してないんですわ。こういう雰囲気があります。その議論もしたんですけ

ど、きれいにしても誰がそこで喜ぶんですかっていうようなへんてこりんな話が入

ってくるんで、なかなか畑のことに関してはすぐさま解決は難しいね。 

 

議  長： でも、それなら宮谷のほうは多面的機能の金は使い切ってるんですかね。 

 

堀川推進委員： 使い切ってます。 

 

議  長： 切ってるの。 

 

堀川推進委員： はい。それで足らん。実際は足りません。 

 

議  長： その辺をみんなでまた考えましょう、なら１回。農業委員会としても。 

 

堀川推進委員： Ｕ字溝はお金が足りませんわ。 

 

議  長： 何か検討しないといかん。 

 

八木推進委員： ぜひ、それは担当者も荷が少し軽くなると思いますし、ぜひお願いします。 

 

議  長： それと、１つ、今、これに関連して、事務局のほう聞いていいですか。 

 あわら市、中山間地の範囲が田中々とか、あの辺に中山間地の枠がかぶってきた

って知ってる？ 田中々やら重義やらあの辺が、井江葭やらあの辺に、中山間地に

近い何やら事業の枠がかかってきたみたい。 

 

事 務 局： 中山間直接支払交付金の対象となるのは、法律に基づいて中山間地域って指定さ

れている、あわら市だったら剱岳地区と、知事特任といいまして、知事が特別認め

る地域ってことで坪江北部が対象になるだけで、そのほか、旧芦原とかでその話は

出てないです。 
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議  長： それが法律変わったみたい。何であんな真ん中がといったら真ん中がなるらしい。

人口密度の関係。過疎何とかというやつ。 

 

事 務 局： 中山間地じゃなくて過疎地域に指定されたというのは、それなら分からんでもな

いことか。 

 

議  長： 過疎地域で、いや、金が中山間地の金みたいなのが出るんやって。補助金が適用

されるって。 

 

６  番： 過疎の集落やと？ 

 

議  長： うん。 

 

６  番： ほとんどが過疎やろ。 

 

議  長： いや、それが違うんやって。県の地域振興課かどっかが作ったんやろ、それ。県

の。 

 

局  長： 過疎の指定受けなあかん。 

 

議  長： 指定をしてあるみたい。 

 

局  長： 芦原のほうで一部あるとかって聞きました。 

 

議  長： うん。芦原であるんやって。 

 

局  長： 調べます。 

 

議  長： うん、ちょっと調べといて。 

 それでは、報告第３号、何もこれでなければ報告第３号を終わりたいと思います。 

 

◇ その他（１） 

議  長： それでは、次はその他になるんやな。その他の（１）、「あわら市農業委員会の

農地利用最適化推進委員の委嘱に関する要綱の改正について」、事務局の説明を求

めます。 
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事 務 局： 資料は43ページ、44ページ、45ページ、46ページとありますが、新旧対照表とい

うことで、46ページをご覧願います。 

 あわら市の農業委員につきましては、市長の任命ということですが、農地利用最

適化推進委員につきましては、農業委員会が委嘱するというふうになってますので、

農業委員会の要綱というふうになってます。 

 このたび、６月30日をもって現農業委員農地利用最適化推進委員の任期が満了し、

新しく７月１日から新委員になるわけですが、それにつきまして、現農業委員さん

の定数を16から14に変更したことに伴いまして、農地利用最適化推進委員の地区割

りのほうも今回変更させていただくことになりました。最適化推進委員については、

第１区域と第２区域ということで、区域割りがあります。第１区域が旧芦原町、第

２区域が旧金津町というふうになってます。現在の地区割りにつきましては、旧芦

原町の人数が４人、旧金津町の人数が６人となってますが、今回、その区域の定数

を見直しまして、両区域とも５人というふうに変更させていただきたいということ

で、この改正案を提示させていただきました。 

 この改正につきましては、農業委員の定数の区域割りを変更するときに皆様に議

論いただいて、この内容で了解いただいているものとこちらは理解しておりますの

で、もう既に３月25日に区長様を対象とした推薦公募のお願いをさせていただいて

るんですが、この人数で区長様に対しまして依頼させていただいてますので、よろ

しくお願いいたします。 

 以上です。 

 

◇ その他（２） 

議  長： 次に、その他の（２）に入りたいと思います。「４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： ４月の定例総会の日程ですが、４月26日火曜日の午後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ので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長： これに関しまして、何かご意見ありませんでしょうか。 

   （質問、意見なし） 

 ないようですので、事務局説明のとおり、４月の定例総会は、26日火曜日１時30

分から開催をしたいと思います。 

 

◇ その他（３） 

議  長： それでは、その他の（３）その他について、借地料の説明をお願いします。 
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事 務 局： 【説明】 

 

議  長： それでは、この件につきまして、何かご質問ないでしょうか。 

 全般的には上がってるんやね。 

 

事 務 局： 今年、平均を取ってみたら上がりました、少し。 

 

堀川推進委員： 土地改良の賦課金は入ってないんやね。 

 

事 務 局： 説明の下のほうに注意書きで書いてあるんですけれど、賃借料に用水費などの負

担を含めるかどうかは統一されていません。なので、含まれてるものもあれば、含

まれていないものもあって、その複合的にも平均を取ってますので、あくまでも参

考として使っていただけたらなと思います。 

 

議  長： 基本的には、堀川さん、丘陵地は含めないでくれとなってるんですよ。地権者か

らもらいますってなってるんです。丘陵地の坂井北部土地改良区は、地権者からも

らいますと、耕作者からはもらわないということになってるんで、それ以外は、多

分、移転したときに、そういう場合は耕作者に行くんですけども、坂井北部だけは

地権者に行くようになってるはずです。だから、田んぼは大体その土地改良経費含

めて大体払ってる感じになってる。 

なら、そういうことで、何もなければ３を終わりたいと思います。 

 

事 務 局： 【説明】 

 

議  長： それと、最後で申し訳ないですけど、長谷川さん、前言ってました５年に１回の

田んぼの話、これ、やはり会議所のほうには物すごいやっぱり来てんやと、苦情が。

それで、実際、北海道の知事もこの前言ってましたよ。文句言ってたし、大分知事

会のほうからも話が来てて、もう一度見直しになるかもしらん。ちょっと分からな

いということですわ。 

     

事 務 局： この人・農地プラン検討会については、その制度についての話は何も出てません。

ちょうどいい機会なんでちょっと補足で説明しますと、人・農地プランは令和４年

の通常国会において法定化ということで法律の議案が出ています。人・農地プラン

が法律化された計画になると、令和４年度中は周知期間であって、令和５年、６年

中に今ある全ての人・農地プランを実質化させて、将来的な10年後の目標地図を作
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成してくださいというようなことで国は考えています。10年後の目標地図を集落ご

とに作れというようなことで、それを令和５年、６年で作りなさいよということで

今きてるんですが、そのときは、目標地図を作るに当たって、農業者の意向確認等

は農業委員会のほうでしてくださいねというような話があります。というのが今の

流れの話です。 

 

議  長： これ、ごめんなさい、今、人・農地プランを法律改正して直したって言うけど、

その前からある農用地利用集積計画も法律でちゃんと定められてるんだけど、これ

は破棄してないんか。そのまま継続されてるんか。どうなんや。 

 

事 務 局： 農用地利用改善団体とかという話ですか。 

 

議  長： うん、改善団体と改善計画。 

 

事 務 局： この話は。 

 

議  長： これは生きてるんやろ。 

 

事 務 局： 生きてると思います。廃止したという話は何も流れてきてないと思うので。この

辺はちょっと分かりませんけど、改善団体じゃなくて、もうこの人・農地プランに

切り替えてこっちのプランで走ってくださいというような。 

 

議  長： だけど法律両方生きとんがやろ。 

 

事 務 局： 生きてるかもしれないけれど、その改善団体のほうはもう寝てるとかというよう

な感じなのかなという話も。 

 

議  長： だって、改善団体はないけども改善計画は生きとる。だから、準備金の積立ての

とき改善計画に書いてなかったら何も積み立てられん。 

 

事 務 局： 準備金の計画は認定農業者になる改善計画ですね、それは。認定農業者の計画。 

 

議  長： あっ、そうか、そうか。 

 

事 務 局： 集落にある改善団体の計画ではなくて、その法人とか認定農業者になる個人の改

善計画。市に対して出してる。 
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議  長： 分かりました。そうや、公開してました。 

 

事 務 局： そっちのほうは生きてます。完全に生きています。 

 

議  長： よく分かりましたんで、また人・農地プランのプラン見直しの際、計画の際には

もっとシビアに、うちの農業委員会としても検討した上で作っていきたいなとは思

ってますし、昔、本当に今、堀川さん、前も言われたけれども、あわら市合併した

当時は、本当にあわら市の農地をどうやっていかに守ってくかということで、ずっ

とあわら市は、平場は集落営農でやって、丘陵地は、例えば、人の支援という中で

は、ねこの手の支援とかそういうものをやることによって農地を守っていこうとい

う努力をしたんですけども、これからの農業というのは、やはりその担い手をいか

に確保していくかというほうが重視される時代に変わってきたなという具合に思い

ます。担い手を確保するということになると、基本的にもうからないと農業という

のは継続できないという結論に達してくるんじゃないかなと。そういう中では、や

はり今後、もうかる農業へ農地を守るということからもうかる農業へのシフトとい

うのが今後重要になってくるだろうと。こういうものを本来、農業委員会として今

後どうやっていくのか、水田だけでいくのか、それに水田園芸を加えてもうかる農

業へシフトしていくのかとか、そういう論議を今後はやっていきたいなと思ってお

りますので、またお力を貸していただければいいと思いますんで、よろしくお願い

いたします。 

 

事 務 局： 【説明】 

 

◇ 閉  会 

議  長： では、これで、第12回の農業委員会定例総会を終了させていただきたいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月28日 

 

議  長 
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