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五泉市農業委員会 

平成 31年 第 4回 定例総会議事録 

 

会議開催 平成 31年 4月 26日(金) 午後 3時 00分 

場  所 五泉市役所 4階 401会議室 

 

出席委員(17人) 

  1 番 渡辺 清滋       2 番 加藤 健一 

     3 番 江口 聡     4 番 渡辺 清司 

        5 番 髙橋 甚一             6 番 今井 聡 

        7 番 岩出ノブ子             8 番 林 毅 

        9 番 亀山 公子            10番 権平 孝男 

       11番 阿部 伸由            12番 渡邉みのり 

       13番 髙岡 公衛            14番 川村 孝雄 

       15番 佐久間公英            16番 楯  英樹 

       17番 地濃 潤一            18番 松尾タカ子 

   19番  古田 常藏 

 

欠席委員 

  

  

関係説明者 

局 長     鈴木 一弘    次 長        佐野 真也 

村松事務所長  田中 正徳      主 査     藤田 剛 

 

日    程  

1 開 会        

2 会長あいさつ        

3 総会成立宣言        

4 会期の日程について        

5 議事録署名委員及び記録員の指名について       

6 農地パトロールの報告        

7 議 件        

 議 第 1号 農地法第 3条の規定による許可申請について 

議 第 2号 農地法第 4条の規定による許可申請について 

議 第 3号 農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項の規定による農用地利用集積計

            画について    

        ・あっせん審査委員会案件 
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        ・通常案件 

議 第 4号  「平成 31年度五泉市農業委員会事業計画（案）」について 

議 第 5号  「五泉市農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針（案）」 

について 

     報告第 1号  農地法施行規則第 29条第 1項の規定による届出について 

     報告第 2号  農地中間管理事業による農用地利用配分計画について 

     報告第 3号  平成 30年度農地移動結果について 

 

    

       

司 会     それでは、ご案内の時間となりましたので只今から、平成 31 年第 4 回定例総会を

開催いたします。 

会長からごあいさつをいただき、その後は、会議規則第 4条により議長として進行

をお願い致します。 

 

会 長   ～～あいさつ～～ 

 

議 長   ただいまから、平成 31年 第 4回総会を開会いたします。 

日程の「3 総会成立宣言」ですが、出席委員数は、19人中、 19人で、定足数に

達しておりますので、本総会は成立していることを宣言します。 

  

議 長  次に、日程の「4 会期の日程について」でありますが、本日 1 日限りとし、議事

日程につきましては、お手元に配布の日程のとおりとすることで、ご異議ございませ

んか。 

 

～～「異議無し」の声あり～～ 

 

議 長 「ご異議無し」ということで、左様決定いたします。 

次に、日程の「5 議事録署名委員の指名について」でありますが、五泉市農業委員

会会議規則第 13条の規定により作成します議事録の署名委員の指名について、私に、

ご一任いただけますか。 

 

～～「異議無し」の声あり～～ 

 

議 長   それでは、議席番号 1番 渡辺清滋 委員、2番 加藤健一 委員にお願いします。

また、議事録の記録員は、事務局田中所長にお願いします。 

続きまして、日程「６ 農地パトロールの報告」に入ります。調査班の班長 7番 岩

出ノブ子 委員から報告してもらいます。 

 

調査班長（岩出ノブ子 委員） 
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       はい議長。議席番号 7 番、現地調査班 岩出です。優良農地の保全と確保、無断転

用の防止として 4月の農地パトロールを実施しました。本日９時半から私ほか、阿部

委員、浅井推進委員、五十嵐推進委員と事務局の石川係長、田中所長で管内を見て参

りました。五泉地区では、南本町、三本木、下条、橋田、一本杉、論瀬、村松地区で

は、小新保、本田屋、青橋、長橋、上大蒲原、川内、刈羽等を見て参りましたが、違

反転用等の状況が見受けられなかったことを報告いたします。 

 

議 長   只今の報告について、ご質問等がありましたらお願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長   無ければ、報告のとおりとします。 

続きまして、日程の「7 議件」の審議に入ります。最初に、「議第 1 号 農地法第 3

条の規定による許可申請について」を上程します。 

この案件には、委員が関係するものがありますので、そちらから先にお諮りします。

議案番号３番は 委員が関係しますので、議事参与の制限により 関係委員は退室をお

願いします。 

 

（関係委員 退室） 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

藤田主査  はい、議長。 

 

議 長   藤田主査。 

 

藤田主査  はい。議長説明いたします。個人情報に当たる、人名、地番については、議案書を

確認願います。 

1ページをご覧ください。 

      番号 3番は、贈与による所有権移転の案件であります。田 22㎡を贈与により所有権

を移転するものであります。この案件は、後で審議していただく基盤法による交換の

案件に付随する部分で、用悪水路の払い下げ部分が兄弟の名義になっていたため、交

換に合わせて贈与するものであります。 

12ページの審査表をご覧ください。農地法第 3条第 2項各号に該当せず許可要件を

満たすと考えられます。 

      以上、ご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 

  

議 長   ただいまの説明に関連して、現地調査班より補足説明をお願いします。 

 

調査班長（岩出ノブ子 委員） 
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      はい議長。説明いたします。番号 3番は、橋田地内の既に一枚になっている田で、

農地で特に問題がないと見てきましたので報告します。 

 

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問・ご意見等がありまし

たらお願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長   無ければ、採決に入ります。 

「議第１号 農地法第３条の規定による許可申請について」の議案番号 3番は、原

案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長   挙手全員でありますので、 

「議第１号 農地法第３条の規定による許可申請について」の議案番号 3番は、原

案のとおり決定されました。 

      関係委員は入室して下さい。 

 

（関係委員 入室） 

 

続きまして、「農地法第３条の規定による許可申請について」議案番号３番を除く案

件についてお諮りします。事務局より説明をお願いします。 

 

藤田主査  はい。議長説明いたします。 

はじめに、五泉地区の案件についてご説明いたします。1ページをご覧ください。 

      番号 1 番と 2 番は、売買による所有権移転の案件であります。番号 1 番は田、595

㎡、番号 2 番は田 2 筆、合計面積 172.27 ㎡をそれぞれ議案書記載の金額で売買によ

り所有権を移転するものであります。 

      ７ページの番号 7番は田 5筆、合計面積 2,543㎡、8ページの番号 8番は田、2,048

㎡を、議案書記載の金額で賃貸借権を設定するものであります。 

      番号 10番は田 2筆、合計面積 1,266㎡を農業者年金受給中による、使用貸借の再設

定を行うものであります。 

全ての案件で、農地法第 3条第 2項各号に該当せず許可要件を満たすと考えられま

す。 

田中所長  続きまして村松地区の案件について、説明します。番号 4番は、田 3筆合計面積 2979

㎡を贈与により所有権移転するものであります。譲渡人は、市外在住で農地維持管理

が出来ず、譲受人の叔父との所有権移転合意がなされた案件となります。13ページの

審査表をご覧ください。農地法第 3条第 2項各号に該当せず許可要件を満たすと考え

られます。番号 5番は、田 2筆合計面積 871㎡を贈与により所有権移転するものであ
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ります。譲渡人は、市外在住で農地維持管理が出来ず、譲受人との所有権移転合意が

なされた案件となります。14ページの審査表をご覧ください。農地法第 3条第 2項各

号に該当せず許可要件を満たすと考えられます。番号 6番は、田 17筆合計面積 3799.74

㎡を贈与で所有権移転するものであります。譲渡人は自分の所有する農地を地域の後

継者に譲り渡したいとの希望により、今回所有権移転で合意がなされた案件となりま

す。15ページの審査表をご覧ください。農地法第 3条第 2項各号に該当せず許可要件

を満たすと考えられます。番号 9番は、田 2筆合計面積 833㎡を議案書記載のとおり

賃貸借設定するものであります。18ページの審査表をご覧ください。農地法第 3条第

2項各号に該当せず許可要件を満たすと考えられます。番号 11番は、田 4筆合計面積

2422㎡を議案書記載のとおり使用貸借再設定するものであります。これは経営移譲年

金受給のための再設定であります。20 ページの審査表をご覧ください。農地法第 3

条第 2項各号に該当せず許可要件を満たすと考えられます。以上、ご審議のうえ、ご

決定いただきますようお願いいたします。 

 

議 長   ただいまの説明に関連して、現地調査班より補足説明をお願いします。 

 

調査班長 （岩出ノブ子 委員） 

      はい議長。説明いたします。番号 1番は、論瀬地内の田で、番号 2番は、橋田地内

の田で、番号 4 番は、小新保及び本田屋地内の田で、番号 5 番は、刈羽地内の田で、

番号 6番は、川内地内の田で、番号 7番は、三本木及び一本杉地内の田で、番号 8番

は、下条地内の田で、番号 9 番は、上大蒲原地内の田で、番号 10 番は、一本杉地内

の田で、番号 11 番は、青橋及び長橋地内の田で、いずれも農地で特に問題がないと

見てきましたので報告します。 

 

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問・ご意見等がありまし

たらお願いします。 

 

～ ～ 質疑応答 ～ ～ 

 

議 長   無ければ、採決に入ります。 

「議第１号 農地法第３条の規定による許可申請について」議案番号 3番を除く案

件は、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

～ ～ 挙手全員 ～ ～ 

 

議 長   挙手全員でありますので、「議第１号 農地法第３条の規定による許可申請につい

て」議案番号 3番を除く案件は、原案のとおり決定されました。 

      続きまして、「議第 2号 農地法第 4条の規定による許可申請について」を上程しま

す。 

事務局より説明をお願いします。 
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田中所長  はい、議長。 

 

議 長   田中所長。 

 

田中所長  はい議長。説明いたします。個人情報に当たる、人名、地番、年齢及び金額等につ

いては、議案書を確認いただいて、審査基準の項目について、適合しているかなど検

討結果を説明いたします。 

23ページをご覧ください。番号 1 番は自己所有農地に個人住宅を建てる案件です。 

24ページが申請書、25ページが案内図、26ページが公図の写し、27ページが土地

利用計画図、28ページが建物平面図となっています。 

29ページの審査表をご覧ください。 

許可基準に定める農地区分の該当事項は「エ‐（ア）- b -（c）」であります。 

申請地は、南本町 1丁目地内の第一種住居地域で、周りは住宅が連たんする場所で、

第 3種農地と読め、個人住宅建築敷地として使用することは、止むを得ないものと判

断いたしました。 

審査表の検討結果は記載のとおりです。 

以上、ご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。 

 

議 長   ただいまの説明に関連して、現地調査班より補足説明をお願いします。 

 

調査班長 （岩出ノブ子 委員） 

      はい議長。報告いたします。番号 1番は南本町 1丁目地内の休耕田で、特に問題が

ないと見てきましたので報告します。 

        

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問・ご意見等がありまし

たらお願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長   無ければ、採決に入ります。 

「議第２号 農地法第４条の規定による許可申請について」は、原案のとおり決定

することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長   挙手全員でありますので、「議第２号 農地法第４条の規定による許可申請につい

て」は、原案のとおり決定されました。 

続きまして、「議第３号 農業経営基盤強化促進法第 18条第１項の規定による農用

地利用集積計画について」の「あっせん審査委員会案件」についてお諮りします。 
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この案件には、委員が関係するものがありますので、そちらから先にお諮りします。

議案番号 5 番、6 番は委員が関係しますので、議事参与の制限により関係委員は退室

をお願いします。 

 

                    （関係委員 退室） 

 

事務局より説明をお願いします。 

 

藤田主査  はい、議長。 

 

議 長   藤田主査。 

 

藤田主査  はい。議長説明いたします。 

      38ページをご覧ください。 

平成 31年 4月 15日（月曜日）に、あっせん審査委員会が開催され、議案番号 5番、

6 番の内容について審議されました。あっせん登録者を審査し、近隣の状況等から妥

当であるとの審査結果を得ています。 

番号 5番、6番は、交換の案件です。 

番号 5番は 38ページ、合計面積 944㎡ 

番号 6番は、合計面積 856㎡ 

それぞれを交換し、所有権移転するものです。 

また、これらの所有権移転の内容は、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の内容

で適合します。第 3項の内容の読み上げは省略します。 

以上、ご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 

 

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問ご意見等がありました

らお願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長   無ければ、採決を行います。 

      「あっせん審査委員会案件」の議案番号 5 番、6 番は、原案のとおり決定すること

に賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長   挙手全員でありますので、議案番号 5番、6番は、原案のとおり決定されました。 

      関係委員は入室して下さい。 

 

（関係委員 入室） 
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続きまして、「あっせん審査委員会案件」議案番号 5番、6番を除く案件についてお

諮りします。事務局より説明をお願いします。 

 

藤田主査  はい、議長。 

 

議 長   藤田主査 

 

藤田主査  はい。議長説明いたします。 

      33ページからをご覧ください。 

平成 31年 4月 15日（月曜日）に、あっせん審査委員会が開催され、議案番号 1番

から 4番の内容について審議されました。あっせん登録者を審査し、近隣の状況等か

ら妥当であるとの審査結果を得ています。 

番号 1番から 4番は、売買の案件です。 

番号 1番は 34ページ、合計面積 7,061.08㎡ 

番号 2番は、面積 452㎡、こちらは規定面積を満たしておりませんが、譲受人は隣

接する農地を耕作しており、合計面積が規定面積を超えるため申請を受理しました。 

番号 3番は 35ページ、合計面積 2,051㎡ 

番号 4番は 37ページ、合計面積 14,715㎡ 

それぞれを議案書記載の金額で所有権移転するものです。 

また、これらの所有権移転の内容は、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の内容

で適合します。第 3項の内容の読み上げは省略します。 

以上、ご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 

 

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問ご意見等がありました

らお願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

議 長   無ければ、採決を行います。 

      「あっせん審査委員会案件」の議案番号 5 番、6 番を除く案件は、原案のとおり決

定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長   挙手全員でありますので、「あっせん審査委員会案件」の議案番号 5番、6番を除く

案件は、原案のとおり決定されました。 

      続いて「通常案件」についてお諮りします。この案件にも、委員が関係するものが

ありますので、そちらから先にお諮りします。議案番号 46 番は、委員が関係します
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ので、議事参与の制限により退室してください。 

 

（関係委員 退室） 

 

議 長   「通常案件」の議案番号 46番について事務局より説明をお願いします。 

 

藤田主査  はい、議長。 

 

議 長   藤田主査。 

 

藤田主査  はい。議長説明いたします。 

78ページをご覧ください。 

番号 46番は利用権設定の再設定の案件です。面積 786㎡を使用貸借するものです。 

この計画は、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の内容で適合します。第 3項の

内容の読み上げは省略します。 

以上、ご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 

 

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問ご意見等がありました

らお願いします。 

 

～～ 質疑応答 ～～ 

 

議 長   無ければ、採決を行います。 

「通常案件」の議案番号 46番は、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手を

お願いします。 

 

～～ 挙手全員 ～～ 

 

議 長   挙手全員でありますので、「通常案件」の議案番号 46番は、原案のとおり決定され

ました。関係委員は入室して下さい。 

 

                    （関係委員 入室） 

 

議 長   続きまして、「通常案件」の議案番号 46番を除く案件について事務局より説明をお

願いします。 

 

藤田主査  はい、議長。 

 

議 長   藤田主査。 
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藤田主査  はい。議長説明いたします。 

39ページからをご覧ください。 

番号 1番から 22番は、新規の利用権設定案件です。 

番号 1番から 14番は五泉地区、番号 15番から 22番は村松地区の案件です。五泉地

区の案件について説明します。 

番号 1番は 39ページ、合計面積 2,656㎡ 

番号 2番は 40ページ、合計面積 3,651㎡ 

番号 3番は、合計面積 3,063㎡ 

番号 4番は 41ページ、合計面積 2,811㎡ 

番号 5番は、合計面積 896㎡ 

番号 6番は 42ページ、合計面積 2,720㎡ 

番号 7番は、合計面積 3,050㎡ 

番号 8番は 44ページ、合計面積 3,059㎡ 

番号 9番は 45ページ、合計面積 5,486㎡ 

番号 10番は 46ページ、合計面積 2,230㎡ 

番号 11番は、合計面積 3,033㎡ 

番号 12番は 47ページ、合計面積 1,723㎡ 

番号 13番は、合計面積 2,038㎡ 

番号 14番は 51ページ、合計面積 7,865.42㎡ 

続きまして、村松地区の案件について説明します。 

番号 15番は 52ページ、合計面積 10,363.61㎡ 

番号 16番は 53ページ、合計面積 12,470㎡ 

番号 17番は、面積 3,855㎡、番号 17番は未相続農地ですが、関係権利者の同意を

得て、申出者を推定相続人代表として申請を受理しました。 

番号 18番は、面積 2,628㎡ 

番号 19番は 55ページ、面積 14,548㎡ 

番号 20番は、面積 991㎡ 

番号 21番は、合計面積 967㎡ 

番号 22番は 56ページ、合計面積 3,921㎡ 

それぞれを議案書記載の金額及び俵数で貸し借りするものです。 

  続きまして、46番を除く、番号 23番から 45番につきましては、利用権設定の再設

定案件です。それぞれを議案書記載の金額及び俵数で貸し借りするものです。 

これらの計画は、農業経営基盤強化促進法第 18条第 3項の内容で適合します。第 3

項の内容の読み上げは省略します。 

以上、ご審議のうえ、ご決定いただきますようお願いいたします。 

 

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問ご意見等がありました

らお願いします。 

 

高橋委員  はい、議長。 
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議 長   高橋委員。 

 

高橋委員  議席番号 5番、高橋です。番号 6番の譲渡し人の方の外 1名と出ていますが、どう

いう事でしょうか。 

 

議 長   事務局。 

 

藤田主査  はい、説明いたします。共有名義の土地となります。 

 

高橋委員  はい、分かりました。 

 

議 長   ほかにありませんか。 

 

佐久間委員 はい。 

 

議 長   佐久間委員。 

 

佐久間委員 はい。15番の佐久間です。番号 1番から 8番までの契約が同じような説明になって

いますが、もしかしたら何か組織みたいなものが立ち上がるのか、分かりましたら教

えてもらいたいのですが。 

 

議 長   事務局。 

 

藤田主査  はい。説明いたします。規模縮小農家の農地を、同じ集落内の農家数件で手分けを

して引き受けるとの案件であります。 

 

佐久間委員 組織が立ち上がるのではないのですね。 

 

藤田主査  はい。組織が立ち上がるとか、法人化とういわけではございません。 

 

議 長   ほかに無ければ、採決を行います。 

      「通常案件」の議案番号 46番を除く案件は、原案のとおり決定することに賛成の委

員は挙手をお願いします。 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長   挙手全員でありますので、「通常案件」の議案番号 46番を除く案件は、原案のとお

り決定されました。 

      続きまして、「議第４号 平成 31年度五泉市農業委員会事業計画（案）」についてを

上程します。 
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      事務局より説明をお願いします。 

 

佐野次長  はい、議長。説明いたします。 

五泉市農業委員会では、農業委員会の運営の計画性や実効性を高めるため、毎年年

度当初に事業計画を策定し、これに基づき活動を展開しております。今年度におきま

しても、本年３月の新潟県農業会議通常総会で決定した事業計画を推進するため、平

成 31年度五泉市農業委員会事業計画（案）について、提案するものです。 

議案書の 81ページをご覧ください。Ⅰ．の基本方針についての説明は省略させてい

ただきまして、Ⅱ．の事業計画であります。農業委員会の業務につきましては、大別

して３つの業務がございます。１つ目は、農業委員会等に関する法律第６条第１項に

ある業務で、許認可等の審議・決定の業務です。１．農地対策（１）農地法に基づく

法令業務の適正・的確な執行と透明性の確保がその業務にあたり、①と②が適正で的

確な執行。③が透明性の確保についてです。 

２つ目は、平成 28年の法律改正に伴い農業委員会の重点業務とされた６条第２項に

ある農地利用最適化の業務です。これが（２）担い手への農地利用集積・集約化の促

進。（３）優良農地の確保と違反転用の防止。（４）遊休農地解消対策の推進。（５）農

地台帳の法定化に伴う管理と好評がその業務にあたります。 

３つ目に、６条第３項にある農業振興業務があります。これが２．の農政対策にあ

たります。（１）農業者への情報提供の推進では、ホームページや農業委員会だよりな

どを活用し、農業委員会活動の「見える化」の推進と情報提供に努めるというもので

す。 

（２）担い手の育成及び確保については、市や関係機関と連携し、支援を行うとい

うものです。 

（３）農地等利用最適化推進施策の改善についての意見の提出については、今年度

も、９月に皆様から各担当地区で日頃から農業施策等についての意見を集約していた

だき、10月に取りまとめ会議を開催し、国や県・市に意見書を提出し、回答を基に懇

談会を行いその後、懇親会も計画する予定です。 

（４）農業者年金への加入促進については、農業者の老後生活の安定化を目的とし

たものですので、加入促進していくものです。 

（５）女性農業者の支援については、女性農業者の果たす役割は極めて重要である

と位置づけ、積極的に支援していくというものです。 

83ページの会議の開催については、記載のとおり開催していくというものです。 

以上、内容は昨年同様でありますので、割愛させていただきましたが、今年度の五

泉市農業委員会事業計画（案）について、ご決定いただきますようお願いいたします。 

以上です。 

 

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問ご意見等がありました

らお願いします 

 

渡辺委員  はい、議長。 
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議 長   渡辺委員。 

 

渡辺委員  はい。1番渡辺です。質問です。82ページの（２）担い手の育成及び確保②番の新

規就農者、企業参入の支援と書いて有りますが、この企業参入の範囲といいますか、

意味といいますか、イオンアグリのような株式会社なのか、どういう事を頭に入れて

この言葉を使っているのかお尋ねいたします。 

議 長   事務局。 

 

佐野次長  はい、議長。 

 

議 長   はい。 

 

佐野次長  一般の企業法人を対象としたものであります。 

 

渡辺委員  はい。分かりました。 

 

議 長   ほかに無ければ、採決を行います。 

      「議第４号 平成 31年度五泉市農業委員会事業計画（案）」については、原案のと

おり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長   挙手全員でありますので、「議第４号 平成 31年度五泉市農業委員会事業計画（案）」

については、原案のとおり決定されました。 

      続きまして、「議第５号 五泉市農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針

（案）」についてを上程します。 

      事務局より説明をお願いします。 

 

佐野次長  はい、議長。説明いたします。 

農業委員会に関する法律第７条第１項で、農業委員会は「農地等の利用の最適化に

関する指針」を策定しなければならないと規定されております。指針の目標は平成 35

年とし、委員の改選となる３年ごとに検証・見直しを行うことになっておりますので、

この度、五泉市農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針（案）について、策定

いたしましたので皆様のご意見を伺うものであります。 

議案書の 87ページをご覧ください。１．の遊休農地の解消について、であります。

（２）遊休農地の解消目標は、現状で１％以下となっているため、平成 35年度末（令

和５年度末）までに「ゼロ」を目標としますが、当面は１％以下の維持として、新規

発生と再発防止に努めるものであります。 

（２）遊休農地解消の具体的な取り組み方法としては、（①②③④と順次読む）とし

ました。 
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88 ページの２．担い手への農地利用集積について、（１）担い手への農地利用集積

目標ですが、担い手への集積率８割を平成 35年度末の最終目標とするのが、国が示す

割合でありますので、それで換算しますと 4,088haとなります。しかし、五泉市では、

とても無理な割合と思われることから 0.5を補正し、単年の目標面積を 158haとして

おります。 

（２）担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な取り組み方法としては

（①②③と順次読む）としております。 

３．新規参入の促進について、（１）新規参入の促進目標ですが、平成 23年から平

成 28年までに新規参入がなく、何とか 29・30と１経営体ずつ参入があったことから、

すみませんが訂正をお願いします。３経営体を目標とするものです。これは３年後の

指針の見直しまでの期間で毎年１経営体を設定したもので３経営体を目標といたしま

す。 

（２）新規参入の促進に向けた具体的な取り組み方法として、（①②と順次読む）と

しております。 

以上、五泉市農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針（案）について、ご決

定いただきますよう願いいたします。 

 

 

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問ご意見等がありました

らお願いします 

 

渡辺委員  はい。 

 

議 長   渡辺委員。 

 

渡辺委員  はい。議席番号 4番の渡辺清司です。2点ほどお聞かせ願いたいと思います。87ペ

ージの②農地利用意向調査の中の是正指導はどこまで強制力を求めて行うのかお聞

かせいただきたいのが一点と、④の非農地判断の実施の部分で不在存地主の方々の対

応をどのようにしていくのか、あわせまして、もう農地として認められないとなった

場合は地目変更まで指導して行くのかお聞かせください。 

 

議 長   はい。事務局。 

 

田中所長  はい。只今の渡辺委員のご質問にお答えします。昨年は意向調査まで行く前に、委

員さんの方から直接地主さんに働きかけていただき、解消に至っております。なので、

意向調査まで行く前に地区担当委員さんの力を借りて、何とか解消してもらいたいと

思っております。もう一点の質問でありますが、取扱いについては事務次官通知が出

ておりますが、今後皆さんと協議をしながら進めて行きたいと思います。 

 

議 長   渡辺委員よろしいでしょうか。 
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渡辺委員  はい、分かりました。 

 

議 長   ほかに無ければ、採決を行います。 

      「議第５号 五泉市農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針（案）」について

は、原案のとおり決定することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

～～挙手全員～～ 

 

議 長   挙手全員でありますので、「議第５号 五泉市農業委員会農地等の利用の最適化に関

する指針（案）」については、原案のとおり決定されました。 

      続きまして、日程８報告事項に入ります。 

      「報告第 1号 農地法施行規則第 29条第 1号の規定による届出について」事務局よ

り説明をお願いします。 

 

田中所長  はい、議長。 

 

議 長   田中所長。 

 

田中所長  報告第１号 農地法施行規則第２９条第１号の規定による届け出について報告いた

します。通常農地の転用には許可が必要ですが、農地の転用の制限の例外として、「耕

作の事業を行う者がその農地を農作物の育成若しくは養畜の事業のため２ａ未満

（200 ㎡）の農業用施設に供する場合」許可は必要とせず、届け出でよいとして規定

しているものであります。 

      91ページをご覧ください。番号 1番については、届出者自宅前の自己所有の農地に

農機具置場を設置するため届け出たものであります。 

以上ご報告いたします。 

 

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問ご意見等がありました

らお願いします。 

 

～～質疑応答～～ 

 

無いようでしたら、続きまして、「報告第２号 農地中間管理事業による農用地利用

配分計画について」事務局より説明をお願いします。 

 

藤田主査  はい、議長。 

 

議 長   藤田主査。 
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藤田主査  はい。議長報告いたします。 

95ページからをご覧ください。 

先月、第 3回定例総会において議決され、農地中間管理機構へ貸付されました農地

について、農用地利用配分計画を報告いたします。 

番号 1番から 35番、39番から 42番は同一の農事組合法人への集積となります。合

計田 328筆、合計面積 285,445㎡ 

番号 36番は 139ページ、面積 1,021㎡ 

番号 37番は、合計面積 3,063㎡ 

番号 38番は 140ページ、合計面積 2,048㎡ 

番号 43番は 147ページ、合計面積 10,594㎡ 

番号 44番は 148ページ、合計面積 12,026㎡ 

それぞれが議案書記載の金額で農地中間管理機構から借受人に対して貸借されるも

のです。 

以上報告いたします。 

 

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問ご意見等がありました

らお願いします。 

 

渡辺委員  はい。 

 

議 長   渡辺委員。 

 

渡辺委員  はい。1 番渡辺です。中間管理機構を使った貸借について、今までにない最高の数

値であり、中間管理機構を使っての貸借により農業法人に集積して行くのが今後の五

泉市のモデルになっていくのかなあと思いますが、どうお考えでしょうか。二つ目が

最適化推進委員の研修で配布された農地中間管理機構の仕組みの中に、基盤整備等の

条件整備もできますと書かれていますが、今回の案件の中で基盤整備等が行われるの

かお聞きしたいのですが。 

 

議 長   はい、事務局。 

 

藤田主査  はい。今回はたまたま法人が農地中間管理機構を使って集積したとのケースであり、

いろいろなケースが有ろうかと思います。二つ目の質問の条件整備等のケースは、ま

だ五泉市ではありませんが、今後出てきましたら報告したいともいます。 

 

渡辺委員  はい、分かりました。 

 

議 長   他にございませんようでしたら、続きまして、「報告第３号 平成 30年度農地移動

結果について」事務局より説明をお願いします。 
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藤田主査  はい、議長。 

 

議 長   藤田主査。 

 

藤田主査  はい。議長報告いたします。 

151ページからをご覧ください。 

まず、農地法第 3条の移動ですが、年間移動件数は 59件、面積が 204,017.75㎡で

ございます。移動内容については表記のとおりでございます。 

次に農地法第 4条の移動ですが、152ページをご覧ください。年間移動件数は 6件、

面積が 3,851.02㎡でございます。移動内容については表記のとおりでございます。 

次に農地法第 5条の移動ですが、153ページをご覧ください。年間移動件数は 56件、

面積が 144,227.67㎡でございます。移動内容については表記のとおりでございますが、

全体面積のうち、118,406.67㎡が砂利採取等に伴う転用であり、転用面積の 82％を示

す結果となりました。 

次に基盤強化法による農地移動ですが、154 ページに申請内容別、並びに月別件数

について表にまとめてあります。年間移動件数と面積については、所有権移転が 40

件、面積 130,332.92㎡。利用権設定が 537件、面積 3,299,245.44㎡。内、農地中間

管理事業案件が 61件、面積 595,375.67㎡でございます。 

また、155 ページは基盤法の移動内容の内、担い手への集積分について集計してあ

ります。移動内容については表記のとおりでございます。 

以上、平成 30年度 農地移動結果について報告いたします。 

 

議 長   ありがとうございました。これより質疑に入ります。ご質問ご意見等がありました

らお願いします。 

 

議 長   無ければ、報告事項を終了いたします。 

      以上で、本日の総会の議案審議は終了しました。これをもちまして、平成 31年第 4

回五泉市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 ( 午後 4時 27分 総会閉会)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


