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五泉市農業委員会 

令和２年 第４回 定例総会議事録 

 

会議開催 令和２年４月３０日(木) 午後２時００分 

場  所 五泉市役所 全員協議会室 

 

出席委員(１２人) 

 2 番 加藤 健一  3 番 江口 聡 

4 番 渡邊 清司  5 番 髙橋 甚一 

7 番 岩出ノブ子  9 番 亀山 公子 

10番 権平 孝男  11番 阿部 伸由 

15番 佐久間公英  17番 地濃 潤一 

18番 松尾タカ子  19番 古田 常藏 

 

欠席委員（７人 うち、コロナ対策による出席調整７人） 

1 番 渡辺 清滋  6 番 今井 聡 

8 番 林  毅  12番 渡邉みのり 

13番 高岡 公衛  14番 川村 孝雄 

16番 楯  英樹   

 

関係説明者 

局 長  鈴木 一弘  次 長  五十嵐 敦 

農地係長 阿部 隆   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．議事録署名委員の指名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 5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 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について 

８．報告事項 

報告第１号 令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について 

報告第２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３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４号 令和元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、ただいまから令和２年第４回総会を開

催いたします。 

このたびご案内のとおり、コロナウイルス対策ということで３月のマスク等に付け

加えて、時間を短縮させていただきたいと。つまり議案書はもう事前に配布されてい

ますので。 

それから、出席人数を今回のようにある程度制限させてやらせて貰うということで、

ご協力をお願いしたいと思います。 

県内の 35の農業委員会の状態をみますと、３月総会のときに何らかの対策をしてい

るところ、主に、会議に推進委員を入れなかった、推進委員も入れているところが多

いわけですけれども、推進委員に案内しないというのが多かったです。それが 35の農

業委員会のうち８農業委員会。 

それから４月については、何らかの対策をしているところが 35 のうち 13、五泉を

含めまして 13農業委員会がこのような対策をして行われているという結果です。 

本日はちょっと時間が少なく申し訳ないですけれども、ご協力をお願いします。 

      それでは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

して進行をお願いいたします。 

 

会 長   ～～あいさつ～～ 

 

議 長   ただいまから、令和２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、いつものように「19人中」という話から進め

るところですが、今日はあいさつで申し上げましたように、12名の参加をいただいて

おります。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
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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 7 番 岩出ノブ子 委員、9 番 亀山(かめやま)公子(ともこ) 

委員にお願いします。また、議事録の記録員は、事務局阿部係長にお願いします。 

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 11番 阿

部伸由 委員から報告してもらいます。 

 

調査班長（阿部伸由 委員） 

はい議長。議席番号 11番、現地調査班 阿部です。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、岩出 委員、浅井 推進委員、五十嵐 推進委員と事務局の田

中所長、阿部係長で管内を見て参りました。 

五泉地区では、一本杉、羽下、西四ツ屋、村松地区では、山王前、上野、下戸倉、

松野、暮坪、矢津、石曽根、焔硝蔵(えんしょうぐら) 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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無いようですので、報告のとおりとします。 

続きまして、日程の「7 議件」の審議に入りますが、あらかじめ議案書が配布され

ていますので、それぞれの議題の説明は、要点のみ簡潔にお願いします。 

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。 

事務局より説明をお願いします。 

 

阿部係長  はい、議長。 

 

議 長   阿部係長。 

 

阿部係長  はい議長。説明をいたします。 

今回の農地法第 3条の規定による許可申請は、総数 8件、うち五泉地区 1件、村松

地区 7件であります。 

個人情報や金額等については、あらかじめお送りした議案書をご確認いただくこと

としまして、審査基準の項目について適合しているかなど、検討結果を中心に説明い

たします。 

まず、五泉地区の案件からご説明いたします。 
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4 ページをご覧ください。番号 6 番は、田 2 筆 306 ㎡を議案書記載の俵数で賃貸借

するものです。 

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

満たすと事務局では判断しております。 

 

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。 

3 ページをご覧ください。番号 1・2・3 は所有権移転の案件で議案書記載の金額で

それぞれ所有権移転するものです。 

7 及び 8 及び 9 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、許可要件を満たします。 

4ページをご覧ください。番号 4・5は、贈与による所有権移転です。 

10 及び 11 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

可要件を満たします。 

5ページをご覧ください。番号 7番は、議案書記載の金額で賃貸借するものです。 

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

満たします。 

6ページをご覧ください。議案書記載のとおり使用貸借するものです。 

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   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（阿部伸由 委員） 

はい議長。説明いたします。 

番号 6番は一本杉地内の田で、番号 1番は下戸倉地内の田、番号 2番は水戸野及び

松野地内の畑、番号 3 番は村松字山王前地内の田、番号 4 番は暮坪地内の田、番号 5

番は上野地内の田、番号 7番は矢津地内の畑、番号 8番は松野地内の田で、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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無いようですので、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」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～～ 
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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」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 5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。 

 

阿部係長  はい、議長。 

 

議 長   阿部係長。 

 

阿部係長  はい議長。説明をいたします。 

今回の農地法第 5条の規定による許可申請は、総数 4件、うち五泉地区 3件、村松

地区 1件であります。 

まず、五泉地区の案件からご説明いたします。 

17ページをご覧ください。番号 1番と 2番は一つの案件となります。田 4筆、合計

面積 3,985㎡を砂利採取場とする一時転用案件となります。 

24 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「ア-

（イ）-c」であります。申請地は、一本杉地内の農振農用地区域ではありますが、砂

利採取場のための一時転用で使用することは止むを得ないものと判断いたしました。 

17 ページに戻っていただき、番号 3 番から 5 番も一つの案件となります。田 7 筆、

面積 6,046㎡を先ほどご説明しました砂利採取場の搬出入路及び表土置場とする一時

転用案件となります。 

30 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「ア-

（イ）-c」であります。申請地は、一本杉地内の農振農用地区域ではありますが、砂

利採取場の搬出入路及び表土置場のための一時転用で使用することは止むを得ないも

のと判断いたしました。 

18 ページをご覧ください。番号 6 番は、畑 1 筆、面積 27 ㎡を個人住宅の建築用地

とする永久転用案件となります。 

36 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「カ

-(ア)」であります。申請地は、羽下地内のその他地域で、隣接する宅地 428.87㎡に

建築する住宅の出入口として休耕畑を転用するものです。申請地は第 1種にも第 3種

にも該当しないその他第 2種農地で、周辺への影響も少ないと考えられ、個人住宅建

築敷地として使用する事は止むを得ないものと判断いたしました。 

 

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。 

18ページをご覧ください。番号 7番は、畑 404㎡を個人住宅建築敷地とする永久転

用案件となります。 

42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－
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（ア）－a-(a)」であります。申請地は石曽根地内神明前地内の農地で、市道南門通線

に接した下水道・水道管が埋設された箇所であり、おおむね 500ｍ以内に五泉さくら

アリーナ・新潟大学農学部附属フィールド科学教育研究センター村松ステーションが

ある第 3種農地と判断され、個人住宅建築用地として使用することは止むを得ないと

判断しました。 

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 （阿部伸由 委員） 

はい議長。説明いたします。 

番号 1番及び 2番は一本杉地内の田で、番号 3番から 5番も同じく一本杉地内の田、

番号 6番は羽下地内の休耕畑で、番号 7番は石曽根地内の休耕畑で、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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無いようですので、採決に入ります。 

「議第 2号 農地法第 5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 5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。 

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。 

      45 ページからをご覧ください。令和 2 年 4 月 15 日（水）に、あっせん審査委員会
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が開催され、議案番号 1番から 5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 3番は、売買の案件です。 

番号 1番は、合計面積 3,726㎡、番号 2番は、合計面積 3,153㎡、番号 3番は、合

計面積 1,889㎡、これらを議案書記載の金額で所有権移転するものです。 

つづきまして、番号 4番、5番は、交換の案件です。 

番号 4番は、面積 717㎡、番号 5番は、面積 859㎡、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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無いようですので、採決を行います。 

「あっせん審査委員会案件」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、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。

48ページの番号 2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） 

 

それでは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。 

48ページをご覧ください。番号 2番は新規の利用権設定案件です。合計面積 1,424

㎡を議案書記載の俵数で貸し借りするものです。 
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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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無いようですので、採決を行います。 

「通常案件」の議案番号 2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 2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 委員 入室） 

 

議 長   続きまして、「通常案件」の議案番号 2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。 

 

藤田主査  はい。議長説明いたします。 

48ページからをご覧ください。番号 1番、3番、4番、5番は、新規の利用権設定案

件で、五泉地区の案件であります。 

番号 1番は、合計面積 1,267㎡、番号 3番は、面積 565㎡。番号 3番は規定面積を

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 4番は、合計面積 5,440㎡、番号 5番は、合計面積 18,636㎡ 

続きまして、52ページの番号 6番から 91ページの 47番は、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。 

      続きまして、92ページの番号 48番は、新規の利用権設定案件です。番号 48番は 92

ページ、合計面積 3,165㎡を使用貸借するものです。 

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。 
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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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無いようですので、採決に入ります。 

      「通常案件」の議案番号 2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 2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 令和 2年度の目標及びその達成に向けた活動計画（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。 

 

五十嵐次長 はい、議長。 説明いたします。 

93ページの議第４号を 1枚めくっていただき、95ページの「令和２年度の目標及び

その達成に向けた活動計画（案）」をご覧ください。 

Ⅰ農業委員会の状況（令和 2年 3月 31日現在）１の農家・農地等の概要ですが、そ

の下の表、農家数と農業者数については農林業センサスの数値で変更ありません。 

認定農業者の経営体数は 372で昨年より 7の増、うち基本構想水準達成者が 20、認

定新規就農者は６で、いずれも昨年と同数でした。農業参入法人はございませんでし

た。 

耕地面積は計 5,110ha、経営耕地面積は農林業センサスなどの統計数字ですので、

変更となったところをご説明いたします。 

遊休農地面積は、計 0.24haで昨年より 0.21haの減となっています。農地台帳面積

は、計 5,798haで昨年より 5haの減となっています。 

2 農業委員会の現在の体制はご覧のとおりで、農地利用最適化推進委員が 1 名減と

なっております。 

めくって、96ページをご覧ください。 

Ⅱ担い手への農地の利用集積・集約化、１現状及び課題は省略させていただき、２

令和２年度の目標及び活動計画は、目標集積面積が平成 31年４月総会で承認いただい

た指針により 2,706haで、新規集積面積は 158haとなっています。 

活動計画としては、市農林課が実施する「人・農地プラン」の説明会等へ積極的に

参画し、担い手への農地集積・集約化を促進する。としています。 

Ⅲ新たな農業経営を営もうとする者の参入促進、１現状及び課題、２令和 2年度の
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目標及び活動計画については、お読み取りください。 

次の 97ページをご覧ください。Ⅳ遊休農地に関する措置、１現状及び課題は省略さ

せていただき、２令和２年度の目標及び活動計画ですが、解消目標は 0.24haで、管内

農地面積の１％以下を維持する。としています。 

活動計画欄は例年とおりとさせていただきましたので、省略させていただきます。 

Ⅴ違反転用への対応ですが、違反転用が無しですので、今までどおりの現状と活動

計画ということで、省略させていただきます。 

以上の内容で市のホームページを使って公表を行い、国に報告することになります

ので、よろしくご審議をお願いします。 

 

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 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無いようですので、採決を行います。 

      「議第 4号 令和 2年度の目標及びその達成に向けた活動計画（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 令和 2年度の目標及びその達成に向けた活動

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、日程８報告事項に入ります。 

      「報告第 1号 令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について」

事務局より説明をお願いします。 

 

五十嵐次長 はい、議長。 

 

議 長   五十嵐次長。 

 

五十嵐次長 はい、議長。 説明いたします。 

報告第１号を 1 枚めくっていただき、101 ページの「令和元年度の目標及びその達

成に向けた活動の点検・評価」をご覧ください。 

Ⅰ農業委員会の状況（平成 31年 3月 31日現在）１の農業の概要ですが、耕地面積、

経営耕地面積は平成 27（2015）年度と同じで、農林業センサスなどの統計数字ですの

で、変更になったところをご説明いたします。 

遊休農地面積が計 0.45ha、農地台帳面積は計 5,803haとなっています。 

その下の表の農家数、農業者数は農林業センサスの数値で、変更ありません。認定
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農業者の経営数は 365、うち基本構想水準到達者が 20、認定新規就農者は６人、農業

参入法人は１法人でした。 

次に２の農業委員会の現在の体制は、最下段のとおりとなっております。 

めくって次の 102ページ、Ⅱ担い手への農地の利用集積・集約化、１現状及び課題

は省略させていただき、２令和元年度の目標及び実績は、集積目標①が 2,666haに対

して、集積実績②が 2,548ha、うち新規実績が 40ha、達成状況が 95.57％となりまし

た。 

３．目標の達成に向けた活動は省略させていただき、４．目標及び活動に対する評

価としては、地区説明会への参加と農地中間管理事業の活用を行うなどしましたが、

集積目標の 158haに対して 40haと目標達成をすることができませんでした。 

活動に対する評価としては、農地中間管理事業を利用した利用集積の取組みが計画

どおり実施しましたが、集積目標の面積には到達できなかったため、引き続き目標達

成を目指すこととします。さらに担い手農家に農地を集積するため、広く制度の周知

が必要であります。 

Ⅲ新たに農業経営を営もうとする者の参入促進 １現状及び課題は省略させていた

だき、２令和元年度の目標及び実績ですが、令和元年度は 1名の参入がありましたの

で、参入目標に対して達成状況は 100％、参入目標面積に対して 132.94％となってお

ります。 

３目標の達成に向けた活動、４目標及び活動に対する評価はお読み取りください。 

めくって、104ページをご覧ください。 

Ⅳ遊休農地に関する措置に関する評価１現状及び課題は省略させていただき、２令

和元年度の目標及び実績は、解消目標①0.45haに対して、解消実績②が 0.66ha、達成

状況は 146.67%でした。 

３ ２の目標の達成に向けた活動ですが、活動計画欄は省略させていただきまして、

活動実績、農地の利用状況調査については、調査員のみなさん 48人で 9月から調査を

実施し、12月までに調査結果を取りまとめました。 

農地の利用意向調査 11月に実施し、12月までに調査結果を取りまとめました。 

そのうち、農地法第 32条第 1項第 1号、第２号及び第 33条に該当するものはござ

いませんでした。 

次の 105ページのⅤ違反転用への対応ですが、違反転用が無しですので、省略させ

ていただきます。 

めくって 106ページ、Ⅵ農地法等によりその権限に属された事務に関する点検 １

農地法第 3条に基づく許可事務ですが、1年間の処理件数が 46件で、全てが許可とな

っております。内容についてはお読み取りください。 

２農地転用に関する事務ですが、1年間の処理件数が 49件となっております。内容

は省略させていただきます。 

次の 107ページ、３農地所有適格法人からの報告への対応、管内の農地所有適格法

人数は 12法人で、すべての法人から報告書が提出されております。 

４情報の提供等、賃借料情報の調査・提供として、調査対象賃貸借件数が 603件で、

例年 2月にチラシを全農家等に配布しております。 
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農地の権利移動等の状況把握として、実施状況は調査対象権利移動等件数が 585件

で、令和 2年 4月にとりまとめまして、随時、情報提供をしています。 

農地台帳の整備については、整備対象農地面積が 5,803haで、随時データ更新を行

い公表しております。 

めくって次の 108ページ、Ⅶ地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容は０

件なので、省略いたします。 

Ⅷ事務の実施状況の公表等１総会等の議事録の公表と３活動計画の点検・評価の公

表については、市のホームページで公表しております。 

２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、みなさまか

らのご協力により、昨年 10月に市長へ下記内容の意見書を提出し、回答をいただき、

農業委員会だよりで農家のみなさんにお知らせしました。 

以上の内容で市ホームページを使って公表を行い、国に報告することになりますの

で、よろしくお願いします。以上で報告を終わります。 

 

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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

無いようですので、続きまして、「報告第 2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」事務局より説明をお願いします。 

 

阿部係長  はい、議長。 

 

議 長   阿部係長。 

 

阿部係長  はい議長。説明をいたします。 

      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いたします。 

      通常、農地の転用には許可が必要ですが、例外として、「耕作の事業を行う者が２

a(200㎡)未満の農地を農業用施設に供する場合」には許可は必要とせず、届出でよい

と規定しているものであります。 

      111 ページをご覧ください。番号 1 番から番号 3 番について、届出者の自宅前にあ

る既存の農舎を、隣接する自己所有の農地 3 筆、51.54 ㎡を利用して増築するために

届け出たものであります。以上であります。 

 

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。 

 

～～質疑応答なし～～ 
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無いようですので、続きまして、「報告第 3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。 

 

藤田主査  はい。議長報告いたします。 

117 ページをご覧ください。第 3 回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。 

内容につきましては表記のとおりでございます。 

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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

無いようですので、続きまして、「報告第 4号 令和元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。 

 

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。 

121ページからをご覧ください。 

昨年度の農地移動について、法令ごとに集計しました。内容につきましては表記の

とおりでございます。 

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。 

 

～～質疑応答なし～～ 

 

議 長   無いようですので、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、令和 2 年第 4

回五泉市農業委員会総会を閉会いたします。 

                   午後２時３０分 閉会 


