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平成 30 年度第 1回上越市農業委員会総会議事録 

 

日時 平成 30 年 4 月 26 日（木）午後 4時～午後 4時 28 分 

場所 ユートピアくびき希望館 2 階 第 3 会議室 

 

１ 出席委員 

 （1）農業委員 

1 番 村松 勝藏  14 番 笹川 慶一郎 

2 番 秦  正敏  15 番 西條 弘子 

4 番 新井 修一  16 番 望月 博 

5 番 久保埜德雄  17 番 荒川 俊治 

6 番 金井 薫  18 番 金子 昭榮 

7 番 小林 広良  19 番 岸田 健 

9 番 八田 賢司  20 番 金澤 稔 

10番 小幡 利夫  21 番 五十嵐彰 

11番 佐藤 德司  22 番 佐藤 正雪 

12番 滝沢 記一  23 番 大瀧 勇 

13番 髙島 信雄  24 番 池田 京子 

 

（2）農地利用最適化推進委員 

竹内 浩行 稲葉 栄 秋山 文雄 米川 尚登 天明 伸浩 

内藤 義一 近藤 晴夫 津幡 徹重 上野 登 小林 正義 

滝本 武夫 杉田 藤一 山口 利一 宮川 武彦 嶋田 勝 

前田 孝信 平野 宏一 西山 学 関川 貞行 清水 強 

加藤 俊彦 荻原 松男 大滝 正秋 大澤 純男 上原 清則 

杉田 喜慶 小林 政秋 高橋三登一 山本 誠信 髙宮 文男 

飯塚 一憲 齋藤 啓治 長瀬 一成 上野 栄一 松本 香 

 

２ 欠席委員（農業委員） 

3 番 古川 政繁  8 番 上原 孝 

 

３ 職務のため出席した事務局職員 
農業委員会事務局 事務局長 栗本 修一  柿崎区駐在室 副主任 武藤 仁 

 
次長 岩野 要治  大潟区駐在室 主任 小林 貴広 

 
係長 古川 学  頚城区駐在室 副主任 近藤 宏一 

 主任 橋立 理  吉川区駐在室 副主任 佐野 謙一 

安塚区駐在室 班長 上原 一夫  中郷区駐在室 主任 相葉 博昭 

浦川原区駐在室 主任 増田 淳  板倉区駐在室 主任 上原 敏明 
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大島区駐在室 班長 春谷 正明  清里区駐在室 主任 宮澤 雅則 

牧区駐在室 主任 武藤 克一  三和区駐在室 主任 上田 良弘 

柿崎区駐在室 駐在室長 佐藤 誠司  名立区駐在室 班長 山邉 稔 

 

４ 会議に付議した事件 

・議案審議 

議案第 1号 平成 29 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 

議案第 2号 平成 30 年度の目標及びその達成に向けた活動計画について 

  

 ・その他 

⑴  平成 29 年度「農業者との意見交換会報告書」について 

⑵  その他 

 

５ 会 議 

 ＜１ 開会＞ 

事務局長 

 

定刻となりましたので、ただいまから平成 30 年度第 1回上越市農

業委員会総会を開催いたします。 

本日は、農地部会、市農林水産部関係事業説明会に引き続きでお疲

れのここと思いますが、もうしばらくご協力をお願いします。 

それでは、議案書の次第に従い会議を進めてまいりますので、よろ

しくお願いします。 

 

 ＜２ 会長あいさつ＞ 

 最初に、荒川会長よりご挨拶をお願いします。 
 

会 長 

 

今週からゴールデンウィークとなりますが、皆さんにおかれては、

田植えの準備を着々と進められているものと存じます。 

本日は、お忙しいところ、今年度第１回目の総会に出席をいただき、

ありがとうございます。一言、ご挨拶を申し上げます。 

平成 30 年度がスタートし、ただ今、市農林水産部から新年度事業

について説明を頂き、さまざまなメニューを紹介いただきました。 

我々農業委員会としても、これらの事業が円滑に、また効果的に実

施されるよう、必要なところには支援をしていかなければならないと

考えています。 

特に、２月の「農業者との意見交換会」で出た意見や課題に対応す

る事業については、農業者に情報提供するなどして、少しでも課題解
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決に繋げたいと考えていますので、家に帰られてから、どんな事業が

あるのか、再度、確認しておいていただきたいと思っています。 

それから、基盤整備の条件とされる２割の畑作について、県農村計

画課から説明をいただきました。 

実は、今週月曜日に、県振興局、上越市、ＪＡ、農済、関川土地改

良区、そして農業委員会の６団体が情報交換会を行い、そこでもこの

話が出ました。 

内容は、ただいまの説明のとおりですが、いずれにしても、基盤整

備に伴う園芸については、個々に対応するというよりも、今申し上げ

た６団体が連携しながらリードをしないとうまくいかない事ですの

で、皆さんには、今後も情報提供をさせていただきたいと思っていま

す。 

２月の総会の時にもお話ししましたが、今年度は改選後２年目とい

うことで、目に見える成果を上げる年であると思っています。 

皆さんからは、農業者の代表と言う自覚を強く持ち、積極的に活動

し、大いに力を発揮していただくことを期待いたしまして、挨拶とさ

せていただきます。 
 

事務局長 

 

ありがとうございました。会長は、そのまま議長席にお座りくださ

い。 

ここからは、上越市農業委員会会議規則第 5条の規定により、会長

に議長をお願いし、会議を進めていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 

 ＜３ 資格審査報告＞ 

議 長 

 

それでは、議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いし

ます。 

まず、総会次第「3 資格審査」であります。 

本日の出席状況は、在任委員数 24 名、出席委員数 22 名、欠席委員

数 2名で、出席委員が過半数であり、会議規則第 7条の規定により、

総会が成立していることを、ご報告いたします。 

 

 ＜４ 議事録署名委員の指名＞   

 続いて、「4 議事録署名委員の指名」であります。 

議事録署名委員は会議規則第 14 条の規定により、私の方から指名

いたします。議席番号 5 番 久保埜徳雄委員、議席番号 21 番五十嵐

彰委員の両委員にお願いいたします。 
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 ＜５ 憲章唱和＞ 

 次第の 5「憲章唱和」でありますが、多くの方が農地部会で唱和し

ておりますので、省略させていただきたいと思います。 

 

 ＜６ 議 事＞ 

 

 

それでは、ただ今より議事に入ります。 

議案第 1号「平成 29 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」を上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案書は、2ページから 10 ページであります。 

議案第 1号は、「平成 29 年度の目標及びその達成に向けた活動の点

検・評価」についてであります。 

これは、農林水産省経営局長からの通知に基づき、年度当初、農業

委員会が定めた活動目標に対して、その結果がどうであったかをまと

め、公表することになっています。 

議案につきましては、29 年度の総会で承認された目標について、1

年間の活動内容とその結果をまとめたものであります。 

簡単に説明させていただきます。 

4 ページをご覧ください。 

農地の集積・集約化の状況ですが、「2 平成 29 年度の目標及び実

績」では、目標「11,800ha」に対し、実績は「11,781ha」、達成状況

は「99.84％」で、約「100％」となりますので、「4 目標及び活動に

対する評価」では、「目標をほぼ達成した」と評価いたしました。 

5 ページをご覧ください。 

新規参入者の状況であります。 

農地の権利移転を伴う新たな新規参入者で、法人雇用や親元就農は

除外しております。平成 29 年度の新規参入者の目標は過去 3か年の

平均の「3経営体」でありましたが、実績は「4経営体」で、達成状

況は「133％」でありました。なお、4経営体の内、3経営体が中山間

地域での新規参入であります。また、面積では、目標が「4.0ha」に

対して、実績は「6.2ha」で、「155％」の達成状況となりました。 

次に、6ページをご覧ください。 

遊休農地についてであります。 

「2 平成 28 年の目標及び実績」をご覧いただくと、解消目標

「3.36ha」に対し、実績は「0.02ha」であり、達成状況が「0.60％」

と極めて低い結果となっています。 

ここに記載の「3.36ha」は、「再生可能と判断した遊休農地」で、
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利用意向調査により中間管理機構への貸し付けを希望されても面積

が小さいなどの理由で耕作希望者が見つからず、実績が上がらなかっ

たものなどであります。 

遊休農地指定した当時から年数が経過し、「再生利用の困難な農地」

も含まれておりますので、本年度の利用状況調査で「非農地判断」の

できるものは整理を進めていきたいと考えています。 

７ページをご覧ください。 

違反転用の状況ですが、「2 平成 29 年度実績」では、0.06ｈａの

増となりました。 

対象農地は、合併前上越市の下池部地内の農地で、農地パトロール

で現地確認し土地所有者には口頭指導をいたしました。 

後日、始末書付きの農地転用許可申請が提出される予定です。 

8 ページをご覧ください。 

農地法に基づく、権利移転や転用等の処理状況ですが、「1 農地法

3条に基づく許可事務」、すなわち権利移転関係は 86 件、「2 農地転

用に関する事務」関係は 275 件で、いずれも委員や事務局職員が必要

に応じて現地調査を行うなどして、適正に事務を処理いたしました。 

9 ページの「3 農地所有適格法人からの報告への対応」の、表中

程の「うち報告書を提出しなかった農地所有適格法人」が「7法人」

となっていますが、7法人とも、新規の法人でまだ決算期を迎えてお

らず、提出の必要がない法人であります。 

議案第 1号につきましては、総会で承認をいただいた後、6月末ま

でにホームページで公表し、7月末までに県を通じて国に報告するこ

ととなります。私からは以上でございます。 

 

議 長 

 

ただ今の事務局の説明について、ご意見、ご質問等がありましたら

お願いします。 
 

 （「ありません」の声） 
 

 それでは、質問等がないようですので、採決します。 
本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声多数） 

 

 ご異議なしと認めます。 

よって本案は、原案どおり可決されました。 

続きまして、議案第 2号「平成 30 年度の目標及びその達成に向け
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た活動計画について」であります。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局長 

 

議案書は、11 ぺージから 14 ページまでであります。 

議案第 2 号は、「平成 30 年度の目標及びその達成に向けた活動計

画について」であります。 

議案第 1号で説明しましたように、国の通知に基づき、平成 30 年

度の目標、及び目標達成のための活動計画を定めるものであります。 

12 ページをご覧ください。 

平成 30 年 3 月 31 日現在の数値を載せています。 

13 ページをご覧ください。 

農地の利用集積・集約化についてですが、平成 30 年度当初の集積

面積は 11,781ha、67.32％の集積が進んでいますが、30 年度では、こ

れを 12,000ha まで増やす目標を立てました。 

平成 28 年 4 月に策定した「上越市食料・農業・農村基本計画」の

中で、強い経営体の育成を図るため、平成 37 年度までに農地集積率

を 90％とすることを目標としてます。 

平場では確実に農地集積が進んでいますが、中山間地域では厳し

く、目標は 3か年平均の約 200ha の増として設定したものです。 

13 ページ中段の「新規参入について」ですが、30 年度の目標を、

過去 3か年の平均の 3経営体といたしました。 

14 ぺージの遊休農地に関してですが、現在、利用状況調査等で判

明した遊休農地で未解消の遊休農地面積が 3.34ha あることから、こ

れを解消するということで目標設定しました。 

また、違反転用につきましては、議案第 1 でご説明しました、29

年度に認知したものを解消するとともに、引き続き、広報や農地パト

ロールなどを通じて発生防止に努めてまいりたいと考えております。 

これらの目標の達成には、市農林水産部との連携はもちろんです

が、農業委員、推進委員の皆さんの現場における積極的な活動が重要

となりますので、よろしくお願いいたします。 

私からは以上でございます。 

 

議 長 

 

ただ今の事務局の説明について、ご意見、ご質問等がありましたら

お願いします。 
 

 （「ありません」の声） 
 

 それでは、質問等がないようですので、採決します。 
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本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 
 

 （「異議なし」の声多数） 
 

 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案どおり可決されまし

た。 

 

 ＜７ その他＞ 

 次に、「その他」に移ります。 

「(1) 平成 29 年度「農業者との意見交換会報告書」について、事

務局から説明願います。 

 

事務局長 今日、お配りした「資料 1」をご覧ください。 

これは、2月 23 日に教育プラザで開催した「農業者との意見交換

会」で出された様々な意見等を情報・年金部会でまとめたものであり

ます。 

中身については、説明を省略させていただきますので、帰られてか

ら見ていただき、現場活動等の参考にしていただければと思います。 

また、時期を見て、この報告書をもとに、農業委員会の具体的な活

動内容や、行政や関係機関等に提出する意見・要望等について、農政

課題部会で検討したいと考えています。 

なお、この報告書につきましては、市や県、農協等の関係機関に配

布する予定としています。 

 説明は、以上でございます。 

 

議 長 ただ今の事務局の説明について、ご意見、ご質問等がありましたら

お願いします。 
 

 （「ありません」の声） 
 

 質問等がないようですので、次に移ります。事務局、ほかに何かあ

りますか。 
 

事務局長 「資料 2 平成 31 年度農林関係税制要望のとりまとめについて」

をご覧ください。 

 資料をご覧いただきますと、農林関係の優遇された税制項目が記載

されています。来年度の税制改正に向けて、県農業会議から要望の取

りまとめの依頼がありましたので、要望がありましたら事務局までご
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連絡ください。 

最後に、「配布一覧」に記載のとおり、県農業会議から冊子、パン

フレットの配布依頼がありお配りいたしますので、業務活動の参考に

していただきたいと思います。 

 私からは、以上でございます。 

 

議 長 ただ今の事務局の説明について、ご意見、ご質問等がありましたら

お願いします。 
 

 （「ありません」の声） 
 

 質問等がないようですので、委員の皆さんから何かありますか。 
 

 （「ありません」の声） 
 

 質問等がないようですので、予定した協議はすべて終了しました。、

以上をもちまして、閉会とします。ご協力ありがとうございました。 
 

 


