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三条市農業委員会総会議事録 

 

 

日  時  平成３０年１月３１日 午前９時３０分 

場  所  三条市役所 本庁舎４階全員協議会室 

 

会議に付した議題 

      議第 １号 農用地利用集積計画の承認について             

      議第 ２号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について       

      議第 ３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について      

      議第 ４号 事業計画変更申請について                 

      議第 ５号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につい 

            て                            

      議第 ６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい 

            て                            

      議第 ７号 農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見につい 

            て                            

      議第 ８号 特定農地貸付け承認申請について              

      議第 ９号 農地利用集積円滑化事業規程の変更承認に係る意見について  

 

報告事項  報第 １号 第１調査部会の調査結果報告について            

      報第 ２号 農政対策部会の結果報告について              

      報第 ３号 農地法第１８条第６項の規定による解約通知について     

      報第 ４号 農用地利用集積計画（利用権設定）の解約通知について    

      報第 ５号 農地法第３条の３第１項の届出について           

 

出席委員  ３１名 

       １番 渡 邉 一 英 委員   ３番 嘉 藤 太加雄 委員 

       ４番 藤 田 吉 則 委員   ５番 桒 原 一 郎 委員 

       ６番 野 﨑 文 夫 委員   ７番 五十嵐 秀 一 委員 

       ８番 蒲 澤   正 委員   ９番 大 桃 伸 之 委員 

      １０番 眞 野   薫 委員  １２番 大 竹 正 信 委員 

      １３番 原   正 利 委員  １４番 羽 生 俊 昭 委員 

      １５番 刈 屋 一 夫 委員  １６番 佐 藤   満 委員 

      １７番 捧     譽 委員  １８番 内 山   清 委員 

      １９番 佐 藤 裕 雄 委員  ２０番 村 井 善一郎 委員 

      ２１番 阿 部 新一郎 委員  ２２番 阿 部 眞佐雄 委員 
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      ２３番 田 邉   稔 委員  ２５番 清 野 秀 作 委員 

      ２６番 星 野 英 治 委員  ２７番 内 山 敏 雄 委員 

      ２８番 渡 邊 勝 夫 委員  ２９番 熊 倉   睦 委員 

      ３０番 原 田   勝 委員  ３１番 小 林 茂 宏 委員 

      ３２番 坂 井 浩 行 委員  ３３番 横 山 一 雄 委員 

      ３４番 廣 川 哲 也 委員 

 

欠席委員   ３名 

       ２番 村 山 佐喜雄 委員  １１番 坂 井 良 雄 委員 

      ２４番 阿 部 銀次郎 委員 

 

職務のため出席した事務局職員 

      事 務 局 長   清 水   学 

      経営基盤係副参事   渡 辺 正 美 

      経営基盤係主任   長谷川 義 隆 
      経 営 基 盤 係 
                 左 居   香 
      一 般 任 用 主 事 
 
 

                       午前９時３０分 開会及び開議    

議長（野﨑会長） 

  定刻になりましたので、これより１月の定例総会を開会いたします。 

  （挨拶 略） 

  これより会議に入ります。 

  最初に、出席状況を申し上げます。定員３５名のところ、現在員３４名、出席３１名、

欠席３名で会議は成立いたします。 

  なお、議事録の署名委員につきましては、定めにより私から指名をいたします。３番、

嘉藤太加雄委員、１８番、内山清委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、議事に入りたいと思いますが、本来であれば、議第１号及び議第２号の審

議に当たり、農業委員会等に関する法律第３１条第１項の規定に基づき、議事参与の制

限により、議長を２番、村山佐喜雄会長代理に交代し、私は退席させていただくところ

でございますが、冒頭報告させていただいたとおり、村山会長代理については現在入院

療養中で議長を務めることができないため、三条市農業委員会会議規則第１４条ただし

書きに「総会の同意があったときは、この限りでない」となっておりますので、皆様の

同意をいただいて、議長として議事を進行してまいりたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（野﨑会長） 

  それでは、同意をいただきましたので、引き続き議長を務めさせていただきます。 



 - 3 - 

  それでは、議事に入ります。 

  議第１号『農用地利用集積計画の承認について』を議題といたします。 

  なお、２１番、阿部新一郎委員、２５番、清野秀作委員、２７番、内山敏雄委員、以

上の委員は、農業委員会等に関する法律第３１条第１項の規定に基づき、議事参与の制

限により、本議案終了まで退席をお願いいたします。 

         （「いてもらってもいいんじゃないですかね」の声あり。） 

議長（野﨑会長） 

  今、廣川委員のほうから話しありましたが、私が残るということで退席しなくともい

いんじゃないかということでございますので、このまま着席を願いまして、議事進行に

入らせていただきます。 

  申しおくれましたが、第１４条、「委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者

に関する事項については、その議事に参与することができない。ただし、総会の同意が

あったときは、この限りでない」ということで、退席は必要ないということで皆さんご

理解願いたいと思います。 

  皆様に同意お願いしたいのですが、異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（野﨑会長） 

  では、異議ないということで議事進行に入らせていただきます。 

  それでは、事務局、説明願います。 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』ご説明をいたします。 

  最初に、所有権移転に係る案件につきましてご説明を申し上げます。１ページをご覧

願います。今月の申請は２件で、合計面積９，１９１㎡であります。 

  なお、いずれも先ほど開催をされました農地銀行運営委員会であっせん委員より報告

をいただいた案件であります。 

  ５０９番は、東鱈田地内の農地１筆、２，９７９㎡をあっせんによる売買により取得

したいものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。 

  ５１０番は、東大崎２丁目地内の農地７筆、６，２１２㎡をあっせんによる売買によ

り取得したいものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。 

  続きまして、利用権設定に係る案件につきましてご説明を申し上げます。 

  ３２ページをご覧願います。今月の申請は、新規設定４６件、面積３４万３，４０６．

６９㎡、再設定４９件、面積１８万６，４５６㎡、合計では９５件、面積５２万９，８

６２．６９㎡であります。 

  それでは、戻りまして、２ページの５１１番から順にご説明をいたします。 

  なお、利用権を設定する者、受ける者、契約の種類、期間及び１０ａ当たり賃借料に

つきましては記載のとおりですので、説明を省略させていただきます。 

  ５１１番から９ページの５３１番までの２１件は相対で、それぞれ新規に利用権を設

定するものであります。 
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  ５１１番は、石上３丁目地内の農地２筆、１，８０１㎡。 

  ５１２番は、中新地内の農地９筆、４，９３５㎡。 

  ５１３番は、南中地内の農地３筆、３４０．７９㎡。 

  ５１４番は、新屋地内の農地２筆、２，０７５㎡。 

  ５１５番は、塚野目地内ほかの農地計２筆、３，０２０㎡。 

  ５１６番は、大宮新田地内の農地６筆、５，１７７㎡。 

  ５１７番は、棚鱗地内の農地２筆、８，３７３㎡。 

  ４ページをお願いいたします。５１８番は、西本成寺１丁目地内ほかの農地計１４筆、

９，２４１㎡。 

  ５１９番は、塚野目１丁目地内の農地４筆、６，６２９㎡。 

  ５２０番は、塚野目地内ほかの農地計９筆、１万６㎡。 

  ５２１番は、田屋地内の農地４筆、８，９３３㎡。 

  ５２２番は、新光地内の農地２筆、２，０１６㎡。 

  ６ページをお願いいたします。５２３番は、鶴田地内ほかの農地計９筆、１万１，８

１８㎡。 

  ５２４番は、西潟地内ほかの農地計１３筆、１万２，０３４㎡。 

  ５２５番は、東大崎１丁目地内の農地２筆、１，８２７㎡。 

  ５２６番は、代官島地内の農地７筆、６，１３６㎡。 

  ５２７番は、代官島地内ほかの農地計６筆、３，６６０㎡。 

  ８ページをお願いいたします。５２８番は、井戸場地内の農地１筆、１，０２１㎡。 

  ５２９番は、濁沢地内の農地６筆、７，００２㎡。 

  ５３０番は、栗林地内の農地１１筆、１万７９７㎡。 

  ５３１番は、吉田地内の農地６筆、１万７０１㎡。 

  以上、２１件は相対で、新規にそれぞれ利用権を設定するものであります。 

  次の５３２番から１８ページの５５６番までの２５件、合計面積２１万５，８６３．

９０㎡は、農地中間管理事業に伴い、公益社団法人新潟県農林公社が新規に利用権を設

定するものであります。 

  それでは、５３２番から順にご説明をいたします。５３２番は、嘉坪川地内ほかの農

地計１３筆、１万９，８３９㎡。 

  １０ページをお願いいたします。５３３番は、大宮新田地内の農地５筆、４，８１６．

９９㎡。 

  ５３４番は、大島地内ほかの農地計１１筆、６，７４１㎡。 

  ５３５番は、東鱈田地内の農地７筆、１万３，６３９㎡。 

  ５３６番は、柳川新田地内ほかの農地計６筆、７，８０２㎡。 

  ５３７番は、東大崎１丁目地内ほかの農地計９筆、９，７８２㎡。 

  １２ページをお願いいたします。５３８番は、山王西地内の農地２筆、２万１，１０

２㎡。 

  ５３９番は、山王西地内の農地３筆、２万１，８３９㎡。 
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  ５４０番は、北潟地内の農地２筆、４，８５５㎡。 

  ５４１番は、鬼木地内の農地２筆、７，０５７㎡。 

  ５４２番は、鬼木地内の農地２筆、４２８㎡。 

  ５４３番は、鬼木地内の農地３筆、３５５．３０㎡。 

  ５４４番は、鬼木地内ほかの農地計４筆、１，１３６㎡。 

  １４ページをお願いいたします。５４５番は、鬼木地内の農地２筆、１８５㎡。 

  ５４６番は、鬼木地内の農地１筆、１，５９２㎡。 

  ５４７番は、渡前地内の農地１筆、４，６８７㎡。 

  ５４８番は、駒込地内の農地１４筆、１万１，４９５㎡。 

  ５４９番は、駒込地内ほかの農地計９筆、８，０９０．６１㎡。 

  ５５０番は、大平地内の農地３筆、５，７６７㎡。 

  １６ページをお願いいたします。５５１番は、大平地内の農地４筆、４，８９６㎡。 

  ５５２番は、大平地内の農地５筆、１万１，３７５㎡。 

  ５５３番は、大平地内の農地３筆、５，８２６㎡。 

  ５５４番は、飯田地内の農地６筆、９，０２６㎡。 

  ５５５番は、江口地内の農地１２筆、１万６，７７０㎡。 

  １８ページをお願いいたします。５５６番は、江口地内の農地８筆、１万６，７６２

㎡。 

  以上、２５件は新潟県農林公社が新規に利用権を設定するものであります。 

  次の５５７番から３２ページの６０５番までの４９件につきましては再設定でありま

すので、説明を省略させていただきます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入る前に、先日調査部会で調査をいただいておりますので、その結

果を報告願います。 

  第１調査部会長は、私の隣に着席願います。 

  １２番、大竹正信委員。 

 

第１調査部会長（１２番大竹正信委員） 

  それでは、第１調査部会の調査結果についてご報告いたします。 

  第１調査部会では、１月２４日午前９時から厚生福祉会館第２集会室におきまして、

部会員と野﨑会長出席のもと会議を開催いたしました。 

  事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件について意見決定を経て、午前１１時

１６分に閉会いたしました。 

  ただいま意見が求められております議第１号『農用地利用集積計画の承認について』

は、所有権移転２件、新規設定４６件、再設定４９件、合計件数９７件、面積５３万９，

０５３．６９㎡で、書類審査及び事務局から詳細説明を受け、新潟県農林公社が利用権
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設定をする案件以外の７２件につきましては、いずれも農地の効率的利用、農作業に常

時従事すると認められることなど、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たしており、また新潟県農林公社が利用権設定をする２５件につきましてもいずれも

農地中間管理事業を推進し、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ることから、

全件承認相当といたしました。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。なお、委員の質問

等の発言については挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てから発言をお願いいたし

ます。 

  ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第１号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第２号『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。 

  なお、農業委員会等に関する法律第３１条第１項の規定に基づき、議事参与の制限が

ありますが、議第１号と同様、退席しないことで同意していただけますでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（野﨑会長） 

  異議なしということで、そのままお願いしたいと思います。 

  事務局、説明願います。 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』ご説明をい

たします。 

  ３８ページをご覧願います。今月、三条市長から意見を求められている案件は新規設

定１８件、面積２１万５，８６３．９０㎡、利用権移転１件、面積１，８１３㎡、合計

では１９件、面積２１万７，６７６．９０㎡であります。 

  それでは、３３ページにお戻りいただき、１番から順にご説明をいたします。 

  なお、議第２号参考といたしまして、平成２９年１２月１５日現在の借り受け希望者

リストを送付させていただいておりますが、議案の３５ページの１２番の借り受け人ほ

か１名の方については１２月１５日現在の借り受け希望者リストには登載をされており

ませんが、今後予定しております臨時募集に応募され、配分計画の県公告予定日の平成
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３０年３月３０日までに登載される予定となっております。 

  それでは、配分計画（案）についてご説明をいたします。３３ページをご覧願います。

一番左側の番号欄の括弧内に記載しております番号は、先ほどご審議をいただきました

議第１号『農用地利用集積計画の承認について』に対応する番号でございます。なお、

借り受け人、契約の種類、期間及び１０ａ当たり賃借料、受け人の状況につきましては

記載のとおりですので、説明を省略させていただきます。 

  １番は、議第１号の５３２番、嘉坪川地内の農地２筆、１，５２０㎡。 

  ２番は、同じく５３２番、塚野目３丁目地内の農地１筆、１，０１１㎡。 

  ３番は、同じく５３２番、大宮新田地内の農地２筆、３，２１３㎡。 

  ４番は、同じく５３２番、大宮新田地内の農地３筆、６，０６９㎡。 

  ５番は、５３２番及び５３３番、大宮新田地内の農地７筆、８，８４２．９９㎡。 

  ６番は、同じく５３２番及び５３３番、大宮新田地内の農地３筆、４，０００㎡。 

  ３４ページをお願いいたします。７番は、５３４番、荻島地内ほかの農地計１１筆、

６，７４１㎡。 

  ８番は、５３５番、東鱈田地内の農地６筆、１万３，６３９㎡。 

  ９番は、５３６番、牛ケ島地内ほかの農地計３筆、４，０２６㎡。 

  １０番は、同じく５３６番、東大崎地内ほかの農地計３筆、３，７７６㎡。 

  １１番は、５３７番、東大崎１丁目地内の農地９筆、９，７８２㎡。 

  １２番は、５３８番及び５３９番、山王西地内の農地５筆、４万２，９４１㎡。 

  １３番は、５４０番、北潟地内の農地２筆、４，８５５㎡。 

  １４番は、５４１番、５４２番、５４３番、５４４番、５４５番及び５４６番、鬼木

地内ほかの農地計１４筆、１万７５３．３０㎡。 

  １５番は、５４７番、渡前地内の農地１筆、４，６８７㎡。 

  １６番は、５４８番、５４９番、５５０番、５５１番、５５２番及び５５３番、駒込

地内ほかの農地計３８筆、４万７，４４９．６１㎡。 

  １７番は、５５４番、飯田地内の農地６筆、９，０２６㎡。 

  １８番は、５５５番及び５５６番、江口地内の農地２０筆、３万３，５３２㎡。 

  以上１８件は、それぞれ記載の借り受け人に新規に貸し付けをしたいとするものでご

ざいます。 

  次の１９番は、２８年１０月の総会におきまして異議ないもとして２８年１２月に県

公告がなされた利用配分計画のうち、記載の荒沢地内の農地２筆、１，８１３㎡につい

て耕作者の変更がありましたので、その残存期間について利用権移転するものでありま

す。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。 

  １２番、大竹正信委員。 
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第１調査部会長（１２番大竹正信委員） 

  議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、新規設定１８件、

利用権移転１件、合計件数１９件、面積２１万７，６７６．９０㎡で、農用地の利用の

効率化及び高度化の促進を図る観点から、全件異議ないものと認めるという意見であり

ます。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第２号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（野﨑会長） 

  それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、農用地

の利用の効率化及び高度化の促進を図る観点から異議ないものと認めることで答申いた

します。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第３号『農地法第３条第１項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、説明願います。 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』ご説明を

いたします。 

  ３９ページをご覧願います。今月の申請は１件で、面積２，２１８㎡であります。 

  ５８番は、曲谷地内の農地４筆、２，２１８㎡を譲り受け人が譲り渡し人の要望によ

り、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。 

  １２番、大竹正信委員。 

 

第１調査部会長（１２番大竹正信委員） 

  議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』は、売買によるもの

１件、合計件数１件、面積２，２１８㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を
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受け、譲り受け人の経営面積や機械、労働力、技術、下限面積などの許可要件を全て満

たしており、許可相当といたしました。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第３号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第４号『事業計画変更申請について』を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第４号『事業計画変更申請について』ご説明をいたします。 

  ４０ページをご覧願います。今月の申請は１件で、面積９９１㎡であります。 

  １６番は、須戸新田地内の農地１筆、９９１㎡を売買により取得し、事務所１棟及び

駐車場２４台の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当た

り〇〇〇円でございます。場所につきましては、井栗公民館北側１，１００ｍ付近で、

業務施設等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断

されます。 

  なお、本申請につきましては議第６号の７２番で農地法第５条の許可申請がなされて

おります。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。 

  １２番、大竹正信委員。 

 

第１調査部会長（１２番大竹正信委員） 

  議第４号『事業計画変更申請について』は、合計件数１件、面積９９１㎡で、書類審

査及び現地確認結果など詳細説明を受け、立地基準及び一般基準を満たしており、承認

相当といたしました。 

  以上です。 
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議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言をお願いいたします。 

  ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第４号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて』を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』ご説明をいたします。 

  ４１ページをご覧願います。今月の申請は１件で、面積４２１㎡であります。 

  １１番は、嘉坪川１丁目地内の農地７筆、４２１㎡を住宅１棟及び通路の用地として

利用したいものでございます。場所につきましては、第二中学校北東２００ｍ付近で、

都市計画用途地域の第１種住居地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地

と判断されます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。 

  １２番、大竹正信委員。 

 

第１調査部会長（１２番大竹正信委員） 

  議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合

計件数１件、面積４２１㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、立地基

準及び一般基準を満たしており、許可相当といたしました。 

  なお、県農業会議への諮問につきましては不要と判断しました。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第５号につきましては、ただい



 - 11 - 

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認め、許可することといたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて』を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』ご説明をいたします。 

  ４６ページをご覧願います。今月の申請は１５件で、合計面積２万６，２７３．７６

㎡であります。 

  ４２ページにお戻りをお願いいたします。７２番は、先ほどご審議をいただきました

議第４号『事業計画変更申請について』の１６番でご説明をさせていただいた内容と同

じでございますので、説明は省略をさせていただきます。 

  ７３番は、林町２丁目地内の農地２筆、１，９７０㎡を売買により取得し、宅地分譲

地１０区画の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり

〇〇〇円であります。場所につきましては、第二中学校北西１５０ｍ付近で、都市計画

用途地域の第１種住居地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断さ

れます。 

  ７４番は、横町２丁目地内の農地９筆、８，８５４㎡を売買により取得し、宅地分譲

地３７区画、公園１カ所、調整池１カ所、ごみ置き場２カ所及び道路の用地として利用

したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり〇〇〇円であります。場所に

つきましては、三条市役所第二庁舎東側１００ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種住

居地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

  ７５番は、東裏館３丁目地内の農地１筆、９８３㎡を賃貸借権の設定により、職員駐

車場４０台の用地として利用したいものでございます。場所につきましては、特別養護

老人ホームうらだての里北側隣接地で、都市計画用途地域の第１種低層住居専用地域内

の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

  ７６番は、南四日町４丁目地内の農地１筆、２５０㎡を賃貸借権の設定により、三条

市発注の雨水対策工事に伴う資材置き場の用地として、平成３０年２月１日から平成３

０年５月３１日まで、一時転用地として利用したいものでございます。場所につきまし

ては、嵐南公民館南西２００ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種住居地域内の農地で

あることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

  ７７番は、西本成寺２丁目地内の農地６筆、３，８２５㎡を賃貸借権の設定により、

貸し店舗２棟、駐車場５５台及び緑地の用地として利用したいものでございます。場所



 - 12 - 

につきましては、三条ものづくり学校西側６００ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種

住居地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

  ７８番は、直江町４丁目地内の農地７筆、１，９９４㎡を売買により取得し、宅地分

譲地１０区画及び道路の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、

１㎡当たり〇〇〇円であります。場所につきましては、国道８号直江町３丁目交差点西

側４００ｍ付近で、都市計画用途地域の工業地域内の農地であることから、農用地区分

は第３種農地と判断されます。 

  ７９番は、東新保地内の農地２筆、１，９７８㎡を売買により取得し、宅地分譲地１

０区画及び道路の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当

たり〇〇〇円であります。場所につきましては、三条駅南東１００ｍ付近で、都市計画

用途地域の工業地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

  ４４ページをお願いいたします。８０番は、曲渕２丁目地内の農地２筆、４０．８１

㎡を売買により取得し、北側既存宅地及び雑種地１，２７５．４３㎡と一体利用し、宅

地分譲地５区画及び道路の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、

１㎡当たり〇〇〇円であります。場所につきましては、月岡小学校北側６００ｍ付近で、

都市計画用途地域の第１種住居地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地

と判断されます。 

  ８１番は、曲渕３丁目地内の農地１筆、８４７㎡を売買により取得し、宅地分譲地４

区画及び道路の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当た

り〇〇〇円であります。場所につきましては、県立三条高等学校北東３５０ｍ付近で、

都市計画用途地域の工業地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断

されます。 

  ８２番は、篭場地内の農地１筆、１，０２１㎡を売買により取得し、社員駐車場３４

台の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり〇〇〇円

であります。場所につきましては、大崎浄水場南西１００ｍ付近で、業務施設等が連た

んする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

  ８３番は、上須頃地内の農地３筆、４９１㎡を売買により取得し、南側既存宅地及び

雑種地１２４．０５㎡と一体利用し、建て売り住宅３棟の用地として利用したいもので

ございます。土地の売買価格は、１㎡当たり〇〇〇円であります。場所につきましては、

須頃小学校北西５００ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農

用地区分は第３種農地と判断されます。 

  ８４番は、中島地内の農地２筆、７１６㎡を売買により取得し、西側既存宅地４６．

２７㎡と一体利用し、住宅１棟、事務所１棟及び駐車場６台の用地として利用したいも

のでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり〇〇〇円であります。場所につきまし

ては、国道８号荻島交差点西側６００ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地であ

ることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

  ８５番は、福島新田地内の農地２３筆、２，１４７．９５㎡を売買により取得し、南

側既存雑種地及び原野５，７９６．６０㎡と一体利用し、事務所兼工場１棟及び浄化槽



 - 13 - 

１基、通路及び駐車場２０台等の用地として利用したいものでございます。土地の売買

価格は、１㎡当たり〇〇〇円であります。場所につきましては、三条市栄野球場東側４

００ｍ付近で、業務施設等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第

３種農地と判断されます。 

  ４６ページをお願いいたします。８６番は、帯織地内の農地１筆、１６５㎡を売買に

より取得し、東側既存宅地２３４．３２㎡と一体利用し、既存住宅１棟、物置１棟及び

駐車場４台の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり

〇〇〇円であります。場所につきましては、帯織駅西側２００ｍ付近で、３００ｍ以内

に駅がある農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。 

  １２番、大竹正信委員。 

 

第１調査部会長（１２番大竹正信委員） 

  議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合

計件数１５件、面積２万６，２７３．７６㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説

明を受け、いずれも立地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしまし

た。 

  なお、７４番及び７７番を除き、県農業会議への諮問につきましては不要と判断しま

した。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第６号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認め、なお、７４番、７７番は県農業会議に諮問し、答申

があった後に許可といたします。その他は全件許可といたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第７号『農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見につ

いて』を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 
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事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第７号『農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見につい

て』ご説明をいたします。 

  ４７ページをお願いいたします。最初に、三条地区の案件についてご説明をいたしま

す。三条地区でご審議をいただく案件は、重要変更２件であります。 

  １番は、申請者、〇〇〇〇であります。位置につきましては、４８ページの変更箇所

詳細図をご覧ください。申請土地は、東本成寺３０４番１ほか１筆、１，９１８㎡であ

ります。地目は田でございます。変更理由につきましては、事業拡大に伴い、店舗の増

築等を行わなければならないことから、駐車場に不足を来したことから、隣接する敷地

を拡張するものでございます。位置選定に当たり、現店舗に隣接する当該地を選定した

ものであります。施設の概要は、駐車場７２台であります。 

  ２番は、申請者、〇〇〇〇であります。位置につきましては、４９ページ、変更箇所

詳細図をご覧ください。申請土地は、西本成寺２０６番１ほか１筆、地目は田、面積１，

２３５㎡でございます。変更理由は、現在自宅を事務所として利用しており、事業拡大

に伴い、資材置き場等に不足を来していることから、当該地に事務所、倉庫、資材置き

場を設置したいため、変更を行うものでございます。位置選定に当たり、現事務所を兼

用する自宅周辺は住宅地に囲まれており、拡張できないため、用途地域等で用地の検討

をいたしましたが、協力が得られなかったため、周辺農地に影響の少ない自己所有地を

選定されたものでございます。施設の概要は、事務所１棟、倉庫１棟、駐車場１１台、

資材置き場・通路等となっております。 

   次に、下田地区の案件についてご説明をいたします。５０ページをお願いいたします。

下田地区でご審議をいただく案件は、重要案件１件であります。 

  申請者は、〇〇〇〇であります。申請位置につきましては、５１ページ、変更箇所詳

細図をご覧いただきたいと思います。申請土地は、荻堀２０３２番ほか１筆、地目は田、

面積２，７５１㎡でございます。変更理由は、事業拡大に伴い、砂利置き場等の拡張を

行うため、変更を行うものでございます。位置選定に当たりましては、現在の砂利置き

場に隣接した当該地を選定されたものでございます。施設の概要は、資材置き場、通路

・回転広場となっています。 

   次に、現在事業実施中であります県営基幹水利施設ストックマネジント事業の変更を

伴う三条地区の案件についてご説明をいたします。５２ページをお願いいたします。ス

トックマネジント事業の変更を伴う三条地区の案件は、重要案件８件であります。 

  １番は、申請者、〇〇〇〇であります。位置につきましては、５３ページ、変更箇所

詳細図をご覧いただきたいと思います。申請土地は、白山新田２番ほか１筆、地目は田、

面積１，００７㎡でございます。変更理由は、事業拡大に伴い、資材置き場に不足を来

していることから、資材置き場の拡張を行うため、変更を行うものでございます。位置

の選定に当たりましては、既存施設との連携を考慮し、隣接する当該地を選定されたも

のであります。施設の概要は、資材置き場となっております。 

  ２番は、申請者、〇〇〇〇であります。位置につきましては、５４ページ、変更箇所
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詳細図をご覧いただきたいと思います。申請土地は、麻布２０２番１ほか１筆、地目は

田で、面積２，５６８㎡でございます。変更理由は、事業拡大に伴い、現社屋等が手狭

であることから、敷地拡張を行うため、変更を行うものでございます。位置選定に当た

りましては、既存施設に隣接する当該地を選定されたものであります。施設の概要は、

事務所・工場、倉庫、来客及び従業員駐車場となっております。 

  ３番は、申請者、〇〇〇〇であります。位置につきましては、５５ページ、変更箇所

詳細図をご覧いただきたいと思います。申請土地は、塚野目２１９９番１ほか１筆、地

目は田、面積２，０２２㎡でございます。変更理由は、事業拡大に伴い、既存駐車場に

工場を建設することになり、不足を来す駐車場を確保するため、変更を行うものでござ

います。位置選定に当たりましては、既存施設に隣接する当該地を選定されたものであ

ります。施設の概要は、駐車場８０台となっております。 

  ４番は、申請者、〇〇〇〇であります。位置につきましては、５６ページ、変更箇所

詳細図をご覧いただきたいと思います。申請土地は、篭場２１４番１ほか１筆、地目は

田、面積１，８２６㎡でございます。変更理由は、事業拡大に伴い、社屋の現地改築が

できないため、新社屋の建設を行うため、変更を行うものでございます。位置選定に当

たりましては、昨年１１月に許可を受けた隣接地とあわせて開発できるよう当該地を選

定されたものであります。施設の概要は、新社屋１棟となっております。 

  ５番は、申請者、〇〇〇〇であります。位置につきましては、５７ページ、変更箇所

詳細図をご覧いただきたいと思います。申請土地は、上保内甲８０７番１ほか１０筆、

地目は田、面積７，５２１㎡でございます。変更理由は、事業拡大に伴い、倉庫が手狭

になったことから、倉庫を増設するため、変更を行うものでございます。位置選定に当

たり、既存施設に隣接する当該地を選定されたものであります。施設の概要は、倉庫１

棟、駐車場３５台、通路・回転広場等となっております。 

  ６番は、申請者、〇〇〇〇であります。位置につきましては、５８ページ、変更箇所

詳細図をご覧いただきたいと思います。申請土地は、大宮新田３０１番１ほか８筆、地

目は田、面積１万２，０３７㎡でございます。変更理由は、事業拡大に伴い、工場及び

倉庫が手狭になったことから、工場及び倉庫を増設するため、変更を行うものでござい

ます。位置選定に当たり、既存施設に隣接する当該地を選定されたものであります。施

設の概要は、工場１棟、倉庫１棟、駐車場４２台等となっております。 

  ７番は、申請者、〇〇〇〇であります。位置につきましては、５９ページ、変更箇所

詳細図をご覧ください。申請土地は、東大崎１丁目５５１番４ほか２筆、地目は田、面

積３２２㎡でございます。変更理由は、分家住宅を建設するため、変更を行うものでご

ざいます。位置選定に当たり、親の面倒等も考慮し、実家から近距離にある親所有の当

該地を選定したものであります。施設の概要は、住宅１棟、駐車場及び通路となってお

ります。 

  ８番は、申請者、〇〇〇〇であります。位置につきましては、６０ページ、変更箇所

詳細図をご覧いただきたいと思います。申請土地は、鶴田２丁目１１８番３ほか３筆、

地目は田、面積２，００１㎡でございます。変更の理由は、事業拡大に伴い、倉庫が手
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狭になったことから、倉庫を増設するため、変更を行うものでございます。位置選定に

当たりましては、既存施設に隣接する当該地を選定したものであります。施設の概要は、

倉庫１棟及び旋回広場となっております。 

  以上、合計１１件であります。ご審議の上、意見決定賜りますようお願いを申し上げ

ます。 

  以上であります。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑の前に調査部会の調査結果を報告をお願いいたします。 

  １２番、大竹正信則委員。 

 

第１調査部会長（１２番大竹正信委員） 

  議第７号『農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見について』は、三

条地区、件数２件、面積３，１５３㎡、下田地区、件数１件、面積２，７５１㎡、県営

基幹水利施設ストックマネジント事業の変更に伴う三条地区の案件８件、面積２万９，

３０６．０８㎡、合計件数１１件、合計面積３万５，２１０．０８㎡で、現地調査を含

む書類審査を行い、全件変更やむを得ないものと認めるという意見であります。 

  以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  清野秀作委員。 

２５番（清野秀作委員） 

  農業のストックマネジント事業についてお聞きします。 

  ５８ページの〇〇〇〇あたりに、私の知る由でありませんけど、変更して換地して。

当初は、２年前ですか、１年か２年、補助金がもらえるということでつくったのですけ

ど、今度は許可が出ないということで、今言ったストックマネジント。それで、私は当

分また何年か時間かかります。また、この前の何月でしたか、許可出たよという話にな

りまして、今度はこのことが遅まきながら届いたというのです。 

  私が聞きたいのは、ここまで長いと、また今度１からスタートするのかなと。私たち

でまた１０年ぐらい進行がおくれるということらしいのですけど、それをちょっと今お

聞きしたいと思っております。 

事務局（清水事務局長） 

  本件につきましては、昨年の３月の総会の際に、２９年度から篭場から北側に向かっ

て、いわゆる嵐北地区と言われるところです。ストックマネジント事業が入って、基本

的には基盤整備事業として扱われるので、農振除外というのが非常に厳しくなるという

ことを私のほうから３月の定例総会の際にご説明をさせていただいたところでございま
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して、この際に、とはいっても議会でも阿部議員さんのほうから質問あったかと思うの

ですが、そういった形で何でもかんでもそういったものが要は基盤整備となって動けな

くなるようなことは、三条市全体にとっては非常によくないことなのでということで、

議会からもそういったお話もあったりしたものですから、執行部のほうで県のほうにお

願いをして、一応事業実施中について、事業の受益地から外すことができれば、受益地

になっていなければ、農振の変更も考えることができるという中で、いろいろ今回農林

課のほうに相談が来ていた案件がこの８件だったというふうに聞いております。県と協

議の中でこの８件については、要は今後ストックマネジント事業の受益地から外した上

で農振の変更を行っていきましょうということで県と話がついたというふうに聞いてお

りまして、その際に今ほかの、三条地区２件出ていますけども、これの変更手続を行う

ということで、基本的には農業委員会や土地改良区のこの意見を聞くことができないも

のですから、あわせて一緒に手続として今回そういった面積の変更を伴うものとして意

見照会があったことになります。 

  それで、先ほど清野委員さんが言われた今後１０年というのは、ストックマネジント

事業、２９年から３１年までの事業だったというふうに承知しているのですが、３２年

３月に完了して、完了の翌年度から基本的には８年間は農振除外はできないと。ただ、

今回事業を完了してからではない、完了前でございますので、そこで県と相談をさせて

いただいたというのが実態でございます。ですから、これが、ストックマネジント事業

が完了してしまうと、今後は基本的に今の農振の関係の通達等が変わらない限りは８年

はまず動かすことができないということになるというふうに私のほうは思っておりま

す。 

  以上、そんなところで、今回また皆さんのところへもご相談等があるのかもしれませ

んが、その際には一応所管が農林課になりますので、農林課にまずは相談をしてほしい

ということで伝えていただければと思います。 

議長（野﨑会長） 

  ほかにございませんか。 

  発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第６号につきましては、ただいま

調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

  第１調査部会長は、自席へお戻りになってください。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第８号『特定農地貸付け承認申請について』を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第８号『特定農地貸付け承認申請について』ご説明をいたします。 
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  ６１ページをご覧願います。申請者は、〇〇〇〇、〇〇〇〇であります。本件につき

ましては、市民農園の開設に当たりまして、「特定農地貸付けに関する農地法等の特例

に関する法律」第３条に基づき、承認申請があったものでございます。 

  本日、議第８号の参考といたしまして、「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に

関する法律」の抜粋を配付させていただきましたので、ご覧をお願いをいたします。ま

た、裏面に位置図もつけさせていただいておりますので、あわせてご覧いただきたいと

思います。 

  今回貸し付けを行う土地は、東三条駅南西２００ｍ付近に位置する現況、畑、３，４

４１㎡であります。 

  農業委員会では、農地法等の特例に関する法律第３条第３項各号の要件に該当すると

認めるときは承認するものとされており、６２ページの事業計画書等から、その位置、

規模、募集の方法等、第３条第３項各号に該当するものと考えられます。 

  なお、６２ページの事業計画書の「３の事業内容」のうち、２段目の「貸付期間」と

一番下の段の「開設予定期間」が「平成３０年４月１日から平成３０年１２月３１日」

となっておりますが、本事業計画書については本年の計画書を添付されたということで、

申請者及び協定を締結した三条市からは毎年４月１日から１２月３１日に開設をし、貸

し付けを行うものであると説明を受けております。 

  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第８号につきましては、承認す

ることにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、議第９号『農地利用集積円滑化事業規程の変更承認に係る意見について』

を議題といたします。 

  事務局、説明願います。 

事務局（清水事務局長） 

  それでは、議第９号『農地利用集積円滑化事業規程の変更承認に係る意見について』

ご説明をいたします。 

  本議案につきましては、昨年６月の総会におきまして農業委員会等に関する法律の改

正に伴う名称変更のため、必要な改正を行うことに対し、「変更を適当と認める」とし

て意見を付したものでございますが、「にいがた南蒲農業協同組合」から三条市長に対

し、「農業委員会等に関する法律」の改正に伴い変更すべき改正の一部が済んでいなか
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ったため、改めて変更承認が提出されたもので、これに伴いまして、三条市長より当農

業委員会に対し意見を求められたものであります。 

  ７０ページをご覧願います。変更箇所につきましては、第４条第１項及び第２項の下

線部の箇所を変更するというものでございます。 

  以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

  ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第９号につきましては、この規

程の変更を適当と認めるにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」の声あり。） 

議長（野﨑会長） 

  それでは、異議ないものと認めます。 

 

議長（野﨑会長） 

  以上で議事が終わりましたので、報告事項に移ります。 

  報第１号につきましては、ただいま議事の中で報告をいただいておりますので、省略

をいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

  それでは、報第２号『農政対策部会の結果報告について』、農政対策部会長より報告

をお願いいたします。 

  農政対策部会長は、私の隣に着席願います。  

  １５番、刈屋一夫委員。 

 

農政対策部会長（１５番刈屋一夫委員） 

  改めましておはようございます。それでは、農政対策部会の報告をいたします。 

  １２月の総会で付託を受けました平成３０年度農作業賃金・機械作業料金についての

審議を行うため、１月１９日午後１時３０分から厚生福祉会館第２集会室において、野

﨑会長からも出席をいただき、農政対策部会を開催いたしました。 

  １２月総会において農業委員から、機械作業料金については消費税抜きの価格も表記

してほしいというご意見があったほか、農作業の委託者や受託者などから広く意見を聞

いた上で料金を設定してほしいというご意見がありました。このことにつきましては、

農業委員の担当地域の中でご意見があれば、１月１６日までにお寄せいただきたいとし

たところですが、特に意見はございませんでした。 

  それでは、以上のことを踏まえた協議の結果についてご報告いたします。標準額を決

めるに当たりましては、三条市近隣の市町の農業委員会が設定した平成２９年度の標準

額、新潟県最低賃金、消費者物価指数などの資料をもとに協議いたしました。 
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  それでは、お手元に配付してあります「平成３０年度農作業賃金・機械作業料金等標

準額」の資料をご覧願います。 

  まず、裏面の平成２９年度の近隣市町の農作業賃金及び機械作業料金標準額をご覧く

ださい。近隣の標準額と比べますと、三条市は各作業料金とも高目に設定されています。

また、資料は配付していませんが、物価の動向につきましては三条信用金庫さんが公表

している消費者物価指数では前年同月比０．３％の増、ほぼ横ばいの状況になっており

ます。これら近隣の状況や物価の動向などから、前年度と同額が妥当であると判断いた

しました。ただし、学生アルバイトにつきましては新潟県の最低賃金を下回らないよう、

２００円アップの６，３００円といたしました。消費税については、税込み、税抜き、

両方を表記することとし、上段は税込み、下段の括弧内は税抜きといたしました。ご承

知のとおりこの標準額は、あくまでも参考にお示しするものであります。圃場の条件な

どを考慮し、双方の話し合いで決めてもらうことが基本であります。 

  続きまして、先般農業委員から下限面積の引き下げについての検討要望がありました。

それでは、お手元に配付してあります「下限面積（別段の面積）設定にかかる検討資料」

をご覧願います。 

  資料３ページにありますように、２０１５年農林業センサスの結果から、経営規模５

０ａ未満の農家数の割合は２８％であり、４０％を下回っていることと、また現在新規

就農者から下限面積の引き下げ要望がないため、現時点では別段面積を設定せず、今後

の新規就農者の状況や市の就農支援施策の状況を見ながら、改めて検討することとしま

した。 

  続きまして、お手元に配付してあります平成２９年三条市賃借料情報をご覧ください。

こちらは、平成２９年１月から１２月までの１年間に締結されました賃借契約をまとめ

たものであります。今回は、平成２９年１０月から１２月までの３カ月間についても括

弧内で表記することとしました。３カ月間の平均締結額と年間の平均締結額を比べます

と、ほぼ同額となっていることから、米の直接支払交付金の廃止に伴い、賃借料を減額

するという傾向は見られないようであります。地区別の契約件数は、次のページのとお

りとなっております。 

  以上で農政対策部会の報告を終わります。 

 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  それでは、報告の中でご質問がございましたらご発言をいただきたいと思います。 

  ９番、大桃委員。 

９番（大桃伸之委員） 

  今、消費税の対応について説明がありました。対応していただきまして、まことにあ

りがとうございます。また、これから農業委員の見方としていろんなところから声がか

かりますので、それにあわせて対応のほうしていきたいと思います。 

議長（野﨑会長） 
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  ありがとうございました。 

  続きまして、廣川委員。 

３４番（廣川哲也委員） 

  ご苦労さまでした。慎重審議していただきまして、ありがとうございました。 

  その中で、まず農作業賃金、機械作業料金等のことについてですけども、引き下げて

いただく、検討してもらいたいというようなことを申し上げたつもりでしたですけども、

よく伝わらなかったようですので、改めて申し上げたいと思います。 

  それと、賃金の消費税込み、抜きの表示のことですけども、私とすれば表示の料金等

は税抜きで決めていただいて、消費税については支払い時にそれぞれが、おのおのが請

求書なり支払ってもらうなりという形をとっていただきたいと思います。要するに税込

みで金額を決定するという、そういうのではなく、消費税は変わるということも踏まえ

れば、税抜きで金額を決定して、消費税については請求するとき、支払うときにそれぞ

れが、おのおのがしてもらうという形をとってもらいたいというふうに思います。今年

のことについては、これ以上申し上げるつもりはございませんが、来年以降、それらを

踏まえて対応をとっていただきたいというふうに思います。 

  それから、下限面積、別段面積の件でございますが、ここに、２ページの２番に新規

就農者などから下限面積の引き下げについて要望がないためというふうに書いてありま

すが、ここに書いてあるとおり、新規就農を促進するためにも下限面積を検討してもら

いたいというのがお願いをした趣旨でございますので、これも来年度に向けて審議を詰

めてもらいたい。この農林業センサスの云々なんていうことを掲げられますと、一生変

わらないということを書いたようなものでございますので、この辺のところはちょっと

認識を改めていただきたいと思いますし、最後のページに宮崎県えびの市の空き家対策

に関係した記載もありますけれども、実際空き家を売りに出したと。それに農地が付随

していて、その扱いに困ったという例も聞き及んでおります。そういうことについても

問題が発生する前に対応を考えていただきたいということも申し添えて、あわせてお願

いをしたいと思います。 

  それと、いわゆる５０ａの下限面積によって非常にこちらで新規就農で、その面で苦

労されたという話も聞いておりますので、そういう話は聞いていないということを書か

れますと、なかなかないのを証明するというのは難しいですから、余り説明なかったの

ではないかなというふうに思います。 

  皆さんご苦労して決めていただいたのを後からいちゃもんつけるような形で申しわけ

ないのですが、来年に向けてご検討いただきたいと思います。 

  あと、三条市の賃借料情報ですが、ここに平均締結額は単純平均ではなく、締結件数

を加味した加重平均ですと、締結書に今年は書いてありますけども、私がかねてから申

し上げていたのは、面積を加えて加重平均としなければ加重平均の意味はないだろうと

いうことで毎回言っていたのですけども、そのことについても来年度以降検討していた

だきたいと。なかなかこれは簡単にはならないというような話も聞きますけれども、今

の世の中ですから、そんなに難しくないと思いますので、よろしくお願いをいたします。 
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  以上です。 

議長（野﨑会長） 

  貴重な意見、ありがとうございました。 

  この件につきましては、また新体制に入ってからとか、さっき廣川委員さんが言われ

たような内容の中で細かくやっていかなければ、この農業委員会が成り立つことはない

のではないかなと私自身もそう思います。 

  それで、一応回答は廣川委員さん。また、局長のほうから説明させていただきます。 

事務局（清水事務局長） 

  このことについて、私のほうから説明をさせていただきます。 

  まず、下限面積については、新規就農サイドから引き下げ要望がないためということ

ではなくて、要は農林課と相談した中で、新規就農に当たって市が積極的な施策をどう

いふうにいくのかということで聞いたりしまして、今新規就農に当たっては県の新規就

農の補助金もらったりというのはあるのですけども、それは基本的には経営という中で

やっていく。このほかに農業者が減っているので、まず今三条市の取り組みは農業サポ

ーターということで農業に携わってもらって、そこから農業に対する魅力を感じてもら

った上で新規就農につなげていく。ですから、今入り口部分の施策をつくってやるとい

う、その次のステップはまだないということで、そういったものも農林課と相談をやり

ながら、畑で２０ａというのは非常にハードルが高いですので、そういったものも農林

課と相談をさせていただきながら、またさらに検討をさせていただければということで

会合の席上でもお願いをしたもので、この要望がないためというのは表現が欠けていた

のでございましたので、結果はそのようにしたいと。 

  それから、あわせまして、作業料金を今ほど消費税抜きで表示をしてほしいというこ

とでございますが、消費税法の中で改定があって、基本的には内税方式ということで価

格全体で、うち表示は消費税幾らなのか、消費税抜きは幾らなのかというような表示方

法はということで、基本的には行政が出すものでございますので、法に基づいた形の表

記をさせていただいたということでございます。 

  あと、いろいろ先行きの討論であるとか、ご要望いただきましたので、これについて

は会長が申し上げたとおり、また新たな組織の中でもさらに検討を加えていっていただ

きたいというふうに考えております。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

３４番（廣川哲也委員） 

  要望の主旨が伝わっていないようなので、補足すると農対での価格決定時は税抜きで

決定していただきたいと思います。 

  表示は、消費税込みを併記するのは支障がないのですけども、是非税抜きで幾らにす

るという相談をしてもらいたいと、そういうことです。 

事務局（清水事務局長） 
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  来年度については、まず大もとの価格を、決めていただきたいというのが要望の趣旨

かと思いますので、新たに検討する際にはその趣旨をお伝えして検討していただくよう

にしていきたいというふうに考えております。 

  よろしくお願いいたします。 

議長（野﨑会長） 

  ありがとうございました。 

  この問題は本当に難しい問題であり、廣川委員さん、また大桃委員さんが言われたと

おり、税抜きという言葉自体が果たして表示はどういうものなのか、まだ私自身も見当

がつきません。知っている範囲で申し上げますと、やはり今廣川委員さんが言われたよ

うに、税抜き価格が正しいのではないかなというのが私も認識しておるわけでございま

す。今後また新体制に入った中でスタートの検討をして立ち上げていかなければならな

いかなというふうに思っていますので、どうかよろしくお願いいたします。 

  ほかにご意見ございませんか。 

  ご発言が無いようですので、報第２号『農政対策部会の結果報告について』を終了い

たします。 

  農政対策部会長は、自席へお戻りください。どうもご苦労さまでした。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、報第３号から報第５号まで、続けて事務局より報告を願います。 

事務局（清水事務局長） 

  （別添報告書により説明） 

議長（野﨑会長） 

  どうもありがとうございました。 

  報告の中でご質問がございましたら、ご発言をいただきたいと思います。 

  ご発言が無いようですので、報告事項を終わります。 

 

議長（野﨑会長） 

  続きまして、来月の調査部会開催案内をお願いいたします。 

  第３調査部会長、４番、藤田吉則委員。 

第３調査部会長（４番藤田吉則委員） 

  来月は、第３調査部会の当番でございますので、２月２３日午前９時から厚生会館第

２集会室で会議を開催いたします。関係委員は、出席をお願いいたします。 

  以上です。 

議長（野﨑会長） 

  どうもありがとうございました。 

  なお、来月の総会は２８日午前９時半より開会を予定しておりますので、よろしくお

願いいたします。 

  それでは、長時間にわたってご審議いただきまして、大変ありがとうございました。 
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  以上をもちまして定例総会を閉会いたします。 

                          午前１１時０７分 閉会    
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三条市農業委員会会長 
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