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平成 30 年度第 2回上越市農業委員会総会議事録 

 

日時 平成 31 年 2 月 27 日（水）午後 3時 30 分～午後 5時 10 分 

場所 直江津学びの交流館 2 階 多目的ホール 

 

１ 出席委員 

 （1）農業委員 

1 番 村松 勝藏  13 番 髙島 信雄 

2 番 秦  正敏  14 番 笹川 慶一郎 

3 番 古川 政繁  15 番 西條 弘子 

4 番 新井 修一  17 番 荒川 俊治 

5 番 久保埜德雄  18 番 金子 昭榮 

6 番 金井 薫  19 番 岸田 健 

7 番 小林 広良  20 番 金澤 稔 

8 番 上原 孝  21 番 五十嵐彰 

9 番 八田 賢司  22 番 佐藤 正雪 

10 番 小幡 利夫  23 番 大瀧 勇 

11 番 佐藤 德司  24 番 池田 京子 

12 番 滝沢 記一    

 

（2）農地利用最適化推進委員 

竹内 浩行 近藤 晴夫 西山 学 宮川 武彦 嶋田 勝 

内藤 義一 髙島 真一 大滝 正秋 長井 恒夫 上原 清則 

滝本 武夫 杉田 藤一 山岸 健二 小池 孝志 前山 明 

前田 孝信 平野 宏一 髙橋三登一 細谷 正夫 澤田 清一 

森橋 孝一 荻原 松男 長瀬 一成 関川 貞行 福原 弥 

加藤 俊彦 齊藤 啓治 上原 正彦 大澤 純男 髙宮 文男 

杉田 喜慶 秋山 文雄 米川 尚登 天明 伸浩 松本 香 

稲葉 栄 山口 利一 上野 登   

 

２ 欠席委員 

（1）農業委員 

16番 望月 博     
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（2）農地利用最適化推進委員 

飯塚 一憲 津幡 徹重 山本 誠信 内田 勝利 小林 正義 

小林 政秋 岩野 文義 上野 栄一 宮﨑 清一 清水 強 

 

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  大潟区駐在室 主任 小林 貴広 

 
次長 岩野 要治  頚城区駐在室 副主任 近藤 宏一 

 
係長 古川 学  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 

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 良広 

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 

 副主任 武藤 仁     

 

４ 会議に付議した事件 

（1）議案審議 

報告第 1 号 平成 30 年部会等の報告について 

報告第 2 号 農地所有適格法人の事業状況等の報告について 

議案第 1 号 平成 31 年度上越市農業委員会業務方針について 

 

（2） その他 

① 資料 1 平成 31 年度予算の概要 

② 資料 2 平成 31 年版上越市賃借料情報 

③ 資料 3 平成 31 年度定例農地部会年間予定表 

④ 資料 4 農業者との意見交換会について 

⑤ その他 
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５ 会 議 

 ＜開会＞ 

事務局長 本日はご多用の中、お集まりいただき、ありがとうございます。 

会議に入る前に、資料の確認をお願いします。お渡しした封筒の中に、

「日程・配布資料一覧」を同封しておりますので、ご確認をお願いしま

す。資料に不足がございましたら、事務局までお申し出ください。 

それでは、ただ今から平成 30 年度第 2回上越市農業委員会総会を開催

します。議案書の次第に従って進めてまいりますので、よろしくお願い

します。 

 

 ＜会長あいさつ＞ 

事務局長 最初に、荒川会長にご挨拶をお願いします。 

 

会長 お忙しい中、ご出席をいただき、ありがとうございます。開会にあた

り、一言ご挨拶を申し上げます。 

例年ですと、まだ雪が道路や田んぼに沢山残っている頃ですが、先週

から春を感じさせるような日が続いており、高田公園の桜も、いつもよ

り早く楽しめるのではないかと思っています。 

さて、早いもので、我々の任期も 1年余りを残すところとなりました。

就任以降、国内では、米の生産調整の廃止、収入保険制度の創設、米の

直接支払交付金が廃止され、国際的には、TPP イレブンや EU との経済連

携協定が発効されるなど、農業を取り巻く環境は、大きな変動期の真っ

ただ中にあると言えます。 

一方、従前からの課題である、農業従事者の高齢化や後継者不足など

の課題は益々深刻化する中にあります。 

先日の 19 日に農業者との意見交換会があり、後継者の確保などについ

て意見交換を行いました。あとで事務局から概要の報告があると思いま

すが、本当に切実な問題だと言えます。特に中山間地は厳しく、今何か

手を打たないと、将来はないかもしれません。農業委員会だけで解決で

きる問題ではありませんが、行政等と連携しながら、残り 1 年、頑張っ

ていただきたいと思っています。 

今日の総会では、新年度に向けた事業方針等を審議いただくことにな

っており、新年度へのスタートとも言える総会でありますので、しっか
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り議論いただき、実りのある会にしていただきますようお願いして、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。 

会長、お願いします。 

 

 ＜資格審査＞ 

議長 はじめに本日の出席状況でありますが、在任農業委員数 24 名、出席委

員 23 名、欠席委員 1名で過半数の委員が出席しており、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します。なお、農地利

用最適化推進委員は、38 名の方から出席をいただいております。 

 

 ＜議事録署名委員の指名＞ 

議長 次に議事録署名委員ですが、会議規則第 14 条の規定により、私からか

ら指名させていただきます。 

議席番号 6番、金井薫委員、議席番号 19 番、岸田健委員の両委員を指

名いたします。 

 

 ＜憲章唱和＞ 

議長 次第の 5「憲章唱和」でありますが、多くの方が先程の農地部会で唱

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。 

 

 ＜議事＞ 

議長 それでは、ただ今より議事に入ります。 

報告第 1号「平成 30 年部会等の報告について」を上程します。事務局

の説明を求めます。 

 

事務局長 それでは、私からは資料の構成についてご説明いたします。 

農地部会は 2部会が設置されていますので、2ページ、3ページには、

上越市全体の総括表を記載し、各農地部会の審議状況は、4ページから 7

ページに記載させていただきました。 
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報告は、農地部会ごとに行い、総括表については説明を省略させてい

ただきますので、ご了承願います。 

また、8ページ以降は「農政課題部会」、「情報・年金部会」、｢会議の

開催状況と内容｣、「農業委員会集会・研修会の参加状況」などとなって

おります。私からは、以上であります。 

 

議長 ただ今、事務局から説明のありましたとおり、農地部会の報告は各農

地部会の活動状況とし、総括表については説明を省略することで、ご了

承願います。 

それでは、最初に第一農地部会の報告を古川部会長よりお願いします。 

 

古川部会長 

 

第一農地部会の古川です。 

私からは、平成 30 年１月から 12 月までに第一農地部会において、審

議した結果をご報告いたします。件数や面積などの詳細は､議案書の 4ペ

ージと 5ページをご覧ください｡ 

4 ページの上段については総括表であり、「月別の審議件数」を、4 ペ

ージの中段の表から 5 頁の中段の表までは、その審議した内訳を、5 ペ

ージの下段の表は「農地流動化の状況」を記載しています。 

はじめに 4ページの上段の表をご覧ください。 

この表は、月別の審議件数の内訳です。30 年は、合計 3,664 件を審議

いたしました。前年比較、4,354 件で約 54％の減となりました。主な要

因といたしましては、「集積計画」、いわゆる「利用権設定」と、「その他」

欄に含まれる「非農地判断」の件数の減によるものです。なお、「その他」

欄には、「非農地判断」のほか、「農用地利用配分計画案」や「農業振興

地域整備計画の意見照会」、「農用地利用集積計画変更等」が含まれてお

ります。 

4 ページの中段の表をご覧ください。 

この表は、農地法第 3 条許可の内訳です。30 年は、合計 75 件を許可

しました。前年比較 35 件で約 88％の増となりました。 

 4 ページの下段の表と 5ページの上段の表をご覧ください。 

この表は、農地法第 4 条と第 5 条による農地転用の利用目的ごとの内

訳です。4ページは件数、5ページは面積となります。 

まず、4ページの下段の表です。「区分」欄の「届出」については、市
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街化区域内での届出、「許可」欄は「市街化調整区域・その他区域」で許

可申請があった件数となります。合計 205 件で、前年比較、4件、約 2％

の減となりました。主な要因といたしましては、市街化区域内における

住宅、資材置場・駐車場の届出件数の増によるものです。なお、転用目

的の約 7割強が住宅建築となります。 

5 ページの中段の表をご覧ください。 

この表は、農用地利用集積計画の決定状況です。利用権設定、移転、

所有権移転の件数は合計 1,495 件、前年比較 571 件、約 28％の減となり

ました。主な要因といたしましては、利用権設定の再設定件数の減によ

るものです。 

5 ページの下段の表をご覧ください。 

この表は、農地流動化の状況です。平成 30 年 12 月末の利用権設定面

積は 4,723.1ha、農用地面積は 7,811ha で利用権設定率は 60.5％と昨年

と変わりはありませんでした。 

農業従事者の高齢化や担い手不足など、農業を取り巻く環境は依然と

して厳しく、特に、中山間地域においては、不作付地の発生が懸念され

るところです。当部会といたしましても、担い手への集積・集約化、耕

作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進といった「農地利用の最適

化」をより良く果たせるよう、より一層推進に努めてまいります。また、

地域の現状や問題点の把握、関係団体との連携にも力を入れていきたい

と考えております。 

最後となりますが、部会に課せられた責務が増加してきており、今後

とも適期的確な審議と農業振興のため、当部会員一同が尽力することを

申し上げ、第一農地部会の報告といたします。 

 

議長 ありがとうございました。ご質問、ご意見等につきましては、後ほど

一括して受けたいと思います。それでは引き続き、第二農地部会の報告

を大瀧部会長よりお願いします。 
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大瀧部会長 

 

第二農地部会の大瀧です。 

私からは、平成 30 年１月から 12 月までに第二農地部会定例会

において、審議した結果をご報告いたします。件数、面積等の詳細

は､議案書の 6ページから 7ページをご覧ください｡ 

まず、6ページをご覧ください｡ 

1表は、審議件数の月毎の内訳です。農地法第3条許可申請、農地法第4

条及び第5条農地転用関係、農地法第18条第6項合意解約通知及び農用地

利用集積計画の決定等、合計 5,196件 となっております。合計件数の大

幅な減少につきましては、「その他」欄に含まれております「非農地判断」

の件数の減が影響しているものであります。 

 2 表は、農地法第 3 条許可の内訳です。売買、贈与並びに農業

者年金受給のための親子間の使用貸借ですが、前年と比較し、件

数・面積ともに、ほぼ横ばいとなっております。 

6 ページ下段をご覧ください｡ 

 3 表の 1 は、農地法第 4 条・第 5 条の利用目的別の内訳です。 

前年と比較し、件数は、ほぼ横ばいとなっております。関連で 7

ページ上段をご覧ください。3 表の 2 は、利用目的別の転用面積

の内訳です。件数は昨年とほぼ同じものの、転用面積は、「植林

その他」を除き全般的に減少しています。 

次に４表は、農用地利用集積計画の決定状況です。前年と比較して、

件数は 116 件減少しており、面積でみると 200ha の減少となっておりま

す。これは、前年度の終期到来者が多かったことによるものです。 

続きまして、5表は、農地流動化の推進状況です。利用権設定率

は 54.1％ となっており、前年より面積にして 43.2ha 減少して

おります。 

当地区は、平場から中山間地に至る広大なエリアではあります

が、農地所有適格法人、認定農業者などへの農地の集積が図られ

ており、利用権設定率は 50％を超えております。しかし、農業

者の高齢化が進む現状から、地域農業の安定的な発展につながる

農地流動化が更に進展するよう、農業委員・推進委員各位からご

尽力をいただきますようお願い申し上げます。 

終わりに、当部会が所管する区域は、大区画圃場が広がる平

場から中山間地域に至る、さながら我が国農業の縮図を見るよ
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うな実態にあります。その課題も今日の農業全体が抱える課題

と同じく、農業者の高齢化・後継者不足の深刻化など、極めて

厳しいものがあります。これらに対応するため、農地の現状を

より深く理解する必要があることから、今年度も部会委員全員

による農地パトロールを 1 回実施し、不適正管理農地について

所有者の意向調査を行ったところであります。中山間地域や平

場での営農状況、さらには近年大きな懸念となっているイノシ

シ被害の実態等、普段の活動範囲を超えて区域全体をパトロー

ルし、今後の方向性等について検討いたしました。 

厳しさを増す農業の将来を見据えるとき、農業委員としての責

務の重さを片時も忘れることなく、より一層積極的な日常活動の

展開と適正な審議を行い、地域農業の振興と発展のため、精励す

ることをお誓いし、第二農地部会の報告といたします。 

 

議長 ありがとうございました。続いて、農政課題部会の報告を笹川部会長

よりお願いします。 

 

笹川部会長 農政課題部会の笹川です。 

私からは農政課題部会の活動を報告させていただきます。 

議案書は、8ページをご覧ください。 

30 年は、部会を 3回開催しました。6月 14 日の第１回部会では、農業

者との意見交換会で出された意見を、農業委員会の役割と関係機関へ要

望する事項に整理しました。また、参考賃借料を 30 年度に見直すことと

し、算定の基本的な考え方について協議しました。 

8 月 10 日の第 2回部会では、参考賃借料の算定方法及び関係機関等に

提出する意見書について協議しました。 

12 月 12 日の第 3回部会では、農作業労賃等検討会終了後、平成 31 年

の農作業労賃及び農業用機械利用料金参考額の案について協議しまし

た。以上、農政課題部会の報告とさせていただきます。 

  

議長 ありがとうございました。続いて、情報・年金部会の報告を金子部会

長よりお願いします。 

 

金子部会長 情報・年金部会の金子です。 

私からは情報・年金部会の活動を報告させていただきます。議案書は、
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8 ページ、9ページです。 

はじめに会議の開催状況です。30 年は、情報・年金部会を 3回開催し

ました。１月 23 日の平成 29 年度第 2 回部会では、農業者との意見交換

会について協議を行い、また、農業者年金の加入実績と全国農業新聞の

購読申込み実績を確認し、今後の活動について協議しました。 

4 月 11 日の平成 30 年度第１回部会では、農業者との意見交換会の報

告書について協議を行い、また、農業委員会だよりの編集方針等につい

ても協議しました。 

6 月 20 日の第 2回部会では、全国農業新聞の普及拡大計画と農業者年

金の加入推進計画について、また、農業委員会だよりの編集等について

協議しました。 

31 年の 1 月 21 日の第 3 回部会では、農業者等との意見交換会につい

て協議を行い、また、農業者年金の加入実績と全国農業新聞の購読申込

み実績を確認し、今後の活動について協議しました。 

次に情報提供活動の状況についてです。30 年は、農業委員会だよりを

2回発行しました。 

昨年に引き続き、それぞれの地域で活躍する農業者や法人を紹介し、

農業者が必要とする情報の提供に努めました。また、委員が取材・執筆

を行い、委員会活動のＰＲに努めました。今後も紙面の充実に努めてい

きたいと考えていますので、ご意見やご感想をお寄せいただきたいと思

います。 

このほか、先日の意見交換会では、農業者 6 名、農業委員、農地利用

適正化推進委員 25 名、事務局職員 7 名の 38 名から出席いただき、活発

な意見交換をしていただきました。後日、報告書にまとめて配布したい

と思います。以上、情報・年金部会の報告とさせていただきます。 

 

議長 ありがとうございました。最後に、農業委員会の会議の開催状況等に

ついて、村松会長職務代理より報告をお願いします。 

 

村松会長職

務代理 

私からは、議案書 9ページ、「Ⅲ会議の開催状況と内容」の概要を報告

いたします。 

まず、「1 総会・全体会」でありますが、平成 29 年度第 4 回総会を昨

年 2月 27 日に開催し、報告 2件と議案 2件を、それぞれ原案どおり承認、

又は決定いたしました。 

4 月 26 日に開催した平成 30 年度第 1 回総会では、農業委員会活動の

点検･評価や活動計画について決定しました。そして、2 月 23 日に開催

した「農業者との意見交換会報告書」をお配りいたしました。 
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10 月 30 日には、第 1回全体会を開催し、3年後に見直すこととしてい

た「水田の参考賃借料」を決定したほか、「関係行政機関等に提出する意

見」や「農業経営状況・意向調査」の実施についてご協議いただきまし

た。 

12 月 27 日の第 2回全体会では、「農作業労賃及び農業用機械利用料金

の参考額」を決定しました。 

次に、「2 運営委員会」であります。 

会長、会長職務代理の私、部会長、部会長職務代理で構成する運営委

員会では、全体会提出議案審議のほか、親睦会視察研修や農業委員会大

会などについて協議してまいりました。 

続いて、「Ⅳ農業委員会集会・研修会の参加状況」であります。 

県農業会議が主催する研修会など、ご覧のような研修会に参加いたし

ました。 

13ページには、「その他農政活動状況等」について、その概要をまと

めてあります。全国農業会議所主催の情報会議、会長大会をはじめ新潟

県農業会議の定例総会等に定期的に出席したほか、委員各位から充て職

により新潟県や上越市の審議会等の委員として出席いただいたもので

す。  

最後になりますが、昨年の12月26日には、「農業者との意見交換会」

での意見を踏まえ、上越市長始め、関係行政機関に意見書を提出いたし

ました。農業委員会では、農業者からの意見などを踏まえ、関係機関に

政策提言をするなど、側面からしっかり支えていく所存であります。ま

た、本年度から委員の皆さんからは、担当地区の農業者に「戸別訪問に

よる農業経営状況・意向調査」を実施していただいております。整理が

出来次第に地区会議に資料をお配りしますので、協議・課題の整理をし

ていただくと同時に、「行動する農業委員会」として、現場活動の活性

化をよろしくお願いいたします。 

我々委員は、農業者の代表として、改めて、その使命と役割を十分認

識し、地域農業の振興、発展に寄与していくよう、更なる研鑽・努力を

重ねたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いします。以上、

総会等の活動報告とさせていただきます。  

 

議長 ありがとうございました。ただ今、各部会及び農業委員会の会議開催
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状況等について、それぞれ報告がありましたが、ご質問､ご意見等があり

ましたらお願いします。 

 

 （「ありません」の声多数） 

 

議長 それでは、質問等がないようですので、この件につきましては、以上

といたします。 

続きまして、報告第 2 号「農地所有適格法人の事業状況等の報告につ

いて｣を上程します。事務局の説明を求めます。 

 

事務局長 報告第 2 号「農地所有適格法人の事業状況等の報告について」説明い

たします。議案書の 14 ページをご覧ください。 

農地所有適格法人の事業状況等の報告は、農地法第 6 条第 1 項及び、

同法施行規則第 58 条の 1の規定により、農地所有適格法人であって、農

地を所有または、賃貸借などにより耕作している法人は、毎年、農業委

員会に事業の状況を報告しなければなりません。 

報告第 2 号については、農地所有適格法人から提出のあった事業状況

をまとめたものです。平成31年 1月 1日現在の法人数は156法人であり、

そのうち新たに設立された法人は 3 法人で、これらの法人については事

業年度の終了日が到来していないので、報告を要しないこととなってい

ます。156 法人について要件を確認し、155 法人については 4要件を満た

していますが、１法人については役員要件を満たしていません。この法

人については、すでに指導を行い、改善の見込みです。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」の声多数） 

 

議長 それでは、質問等がないようですので、この件につきましては、以上

といたします。 

続きまして、議案第 1号「平成 31 年度上越市農業委員会業務方針につ
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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 議案第 1号「平成 31 年上越市農業委員会業務方針について」をご説明

いたします。議案書は、16 ページをご覧ください。 

まず、基本方針について、記載してある文章を読ませていただきます。 

「農業・農村をめぐる情勢は、依然、農業従事者の高齢化や担い手不

足が続き、耕作放棄地の増加等が顕著になる中、新規参入を含めた担い

手の育成・確保、農地の利用集積・集約化が喫緊の課題となっています。

国では、農業の成長産業化に向けた農政改革を本格化する中で、所有者

不明農地の利用促進を図るための農地法等の改正や耕作者の意向をより

反映できる土地改良法の改正など農政改革関連法案を成立させ、さらに、

農地中間管理事業の５年見直しを踏まえ、農業委員及び農地利用最適化

推進委員の積極的な対応による「人・農地プランの実質化」を通じ、担

い手への農地集積・集約化等を加速させるための関連法案の審議を進め

ています。こうした状況を踏まえ、農業経営の後継者や営農組織・法人

における次世代経営者の円滑な継承を図りつつ、新規就農・就業者の確

保に努めるとともに、圃場整備事業の実施や農地中間管理事業の積極的

な活用等により担い手への農地集積・集約化を加速していく必要があり

ます。上越市農業委員会では農業者の公的代表機関としての役割を果た

すべく、農地法をはじめとする関係法令に基づく業務を適正に遂行する

とともに、「行動する農業委員会」として、重点化された「農地利用の最

適化」の取組みをはじめ、以下の事業に取り組んでまいります。」という

内容で、まとめさせていただき、「2 事業計画」に、具体的な取り組み

を記載しました。 

概要を申し上げますと、まず、「（1）目標などの策定及び点検・評価に

ついて」では、例年策定しています年度目標と活動計画に基づき活動を

行っていくこととします。 

「2 農地対策」では、農地中間管理事業の活用などにより農地の利用

集積を支援するほか、農地パトロールや集落などの話し合いに参画など

により遊休農地防止や農業参入等を促進します。 

「3 農政対策」では、農業委員会だよりの発行のほか、農作業労賃等

の参考額を公表します。また、「オ」に記載のとおり、昨年度に引き続き、

「農業経営意向調査」を実施し、地域活動を進めるうえでの基礎資料と
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したいと考えています。 

年間の事業日程については、18 ページ及び 19 ページをご覧いただけ

れば思います。 

いずれにしましても、「農地利用の最適化」を推進するためには、全国

農業新聞などの普及活動を通じて、農業者にその意義や各種支援施策の

理解を深めるほか、全体会、地区会議の活動を活発化することが重要で

ありますし、県農業会議や市、県などとの連携が大切であると考えてお

りますので、ご理解とご協力をお願いします。なお、この業務方針は、

全国農業会議所の業務方針と整合をとり、事業計画を取りまとめたもの

であります。また、事業の実施にあたっては、事前に、総会、全体会、

部会などにおいて具体的な内容を協議して進めてまいります。以上、よ

ろしくご審査くださいますよう、お願いいたします。 

 

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） 

 

議長 それでは、質問等がないようですので、採決いたします。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） 

 

議長 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。 

 

 ＜その他＞ 

議長 次に「7 その他」に移ります。 

まず、「資料 1 平成 31 年度予算の概要について」です。事務局の説

明を求めます。 

 

事務局長 議案書 20 ページに基づき、「資料 1 平成 31 年度予算の概要」を説明

しますが、議会議決前であり、決定ではありませんので、ご承知おきく

ださい。 
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平成 31 年度は、「農地として利用すべき土地の確保」、「農地集積によ

る利用の促進」など、すなわち「農地利用の最適化の推進」を図るため

などに必要な予算を確保いたしました。 

主な内容として、歳入は、25,105 千円、前年度比 △581 千円、2.37％

の減であります。内容は、各種証明等手数料、県補助金・委託金、雑入

です。歳出は、59,716 千円、前年度比 1,461 千円、2.5％の増です。  

歳出増の主な要因は、農地法には「農地台帳の作成」が義務付けられ

ています。国では、農地情報を一元管理するため、「農地情報公開システ

ム」の運用を開始しており、農地データをシステムに移行するために必

要な関連する予算の増額です。 

そのほかは、概ね前年どおりの予算となっております。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。 

 

小幡委員 通常、予算は歳入と歳出の金額が一致しているものだが、一致してい

ないので、もう少し説明がいるのではないでしょうか。 

 

事務局長 農業委員会の予算というのは、独立しているものではありません。こ

の差額は市の一般会計から負担しているものですので、足して歳入と歳

出が一致するものでございます。もし、一致させるとすれば、歳入欄に

差額を一般財源として記載することになります。 

 

小幡委員 予算ですので、明確に記載していただけませんか。 

 

事務局長 分かりました。次回からは、そのように記載いたします。 

 

議長 他にご意見、ご質問等がありましたらお願いします。 

 

 （「ありません」の声） 
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議長 それでは、他に質問等がないようですので、次に移ります。 

「資料 2 平成 31 年版上越市賃借料情報について」です。事務局の説

明を求めます。 

 

事務局長 次に、議案書 21 ページ、「資料 2 平成 31 年版上越市賃借料情報」を

ご覧ください。 

農地法第 52 条では、農業委員会は、借賃などの情報の収集、整理、提

供を行うこととされています。平成 30 年 1 月から 12 月までの間に、農

地法第 3条及び農業経営基盤強化促進法に基づき申請のあった契約を整

理し、「賃借料情報」として提供するものです。地区や圃場条件等の区分

は、従来の「標準小作料」と同様とし、平均、最高、最低額を表示して

います。なお、平均額欄のカッコ書きの金額は、対前年度と比較した金

額です。 

この賃借料情報は、全国農業会議所が作成した「手引き」により算出

したもので、特殊な契約条件、例えば、「親戚間における低価格な賃貸借」

や「集落営農組織への高額な賃貸借」のような案件は除外し、また、賃

料を「米による物納」としているものは、農協の販売価格に換算したほ

か、データ件数の少ないものは参考値としないため、空欄としています。 

賃借料情報は市のホームページに掲載するほか、事務局や各総合事務

所の窓口に置きますので、小作料についての相談があった場合などにご

活用ください。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） 

 

議長 それでは、質問等がないようですので、次に移ります。 

「資料 3 平成 31 年度定例農地部会年間予定表について」です。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局長 次に、議案書 28 ページ、「資料 3 平成 31 年度定例農地部会年間予定

表」をご覧ください。 
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平成 31 年度の定例農地部会の年間予定表です。各農地部会の開催通知

は、毎月、開催日の 1週間前までに議案書に同封してお知らせしていま

すが、あらかじめ、日程の調整をお願いします。第一農地部会と第二農

地部会の開催日は、重ならないように調整しています。なお、12 月につ

いては、農地部会の終了後、全体会、親睦会主催の忘年会を計画してい

ますので、開催日は同日となります。 

また、農地利用最適化推進委員の農地部会への出席は、申請事案など

により各農地部会長が判断するほか、研修を兼ねて自主的にご出席くだ

さるようお願いします。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。 

 

長瀬委員 農業委員会の会議予定をお示しいただいたのですが、農協の総代会で

すとか、農家組合長会議に重なる場合があります。農協との日程調整を

されているのかどうか教えていただきたいと思います。 

 

事務局長 日程調整はしていません。基本的には、毎月 10 日までに受け付けた申

請を月末までに処理することを基本方針としています。その考え方で日

程を調整させていただいています。 

 

長瀬委員 農協へは、農業委員会ではこういう予定で会議をしますという通知は

ないということですね。できれば、調整することはできないものですか。 

 

事務局長 日程が重ならないように調整することは可能かと思います。市のホー

ムページに掲載などしていますので情報としては発信しています。ただ、

調整ができていないとすれば、見ていないのだと思いますので、徹底さ

せていただきたいと思います。 

 

議長 農地部会は毎月月末までに開催しなくてはなりませんので、日程が重

なる場合は、この前後になるかと思います。他に、ご意見、ご質問等が

ありましたらお願いします。 
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 （「ありません」の声） 

 

議長 それでは、質問等がないようですので、次に移ります。 

「資料 4 農業者との意見交換会について」です。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局長 次に、議案書 29 ページ、「資料 4 農業者との意見交換会について」

をご覧ください。 

2 月 19 日、先週の火曜日になりますが、春日謙信交流館で「農業者と

の意見交換会」を開催しました。昨年は、大規模経営の農業者の方との

意見交換会でしたが、今回は、5ha 程度、あるいはそれ以下の個人農業

者の方との意見交換を行いました。参加者は、農業者の方 6 名、農業委

員、推進委員が 25 名、職員 7 名の計 38 名の方の参加となりました。意

見交換は、中山間地域を第 1 分科会、平野部を第 2 分科会として、それ

ぞれ 17 名と 21 名に分かれ、2時間 15 分に渡って、意見交換を行いまし

た。 

協議題としては、昨年協議した課題のうち「後継者の確保について」

と「農業経営について」の 2 つに絞りました。主な意見を少し紹介させ

ていただきます。 

まず、後継者確保についてです。 

第 1 分科会は中山間地域ですが、特に山間地の視点からの意見が多か

ったと思います。 

まず現状として、「後継者確保の課題は、極めて難しい課題であり、ど

の集落も 5年後、10 年後には農業のやり手はいなくなる」あるいは、「農

業者が少なくなり、1人、2人に集落の農地を任されても対応できない。」、

「守るべき農地、諦める農地を考えなくてはならない」との意見があり

ました。その他、離農のきっかけの一つとして、中山間地域等直接支払

交付金の終了を上げ、「交付金の 5 年と言う期間は、80 歳を過ぎた高齢

者には負担である」との意見もありました。 

後継者確保のための対策的な意見として、「自然は、中山間地域をアピ

ールする材料の一つとなり得る。田舎の暮らしに魅力を見出す人は都会

にいるので、発信することが大事である。」また、「若い人が単独で中山

間地域に入ってくるのは難しいので、若い人のためのネットワークが必
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要である。」など、都会からの移住への期待の意見がありました。 

 平野部の第 2分科会での意見ですが、現状としては、「集落営農法人を

経営しているが、経営は成り立っているものの、後継者がいないのが悩

みで、外国人労働者の雇用も考えなくてはならない。」や「仕事がきつい

というイメージが広まり、結婚できないのではないかという心配があ

る。」また、「サラリーマンの定年延長により、後継者を育成しようとし

ても人がいない。」といった意見がありました。 

また、対策的な意見として、「水稲だけでなく、園芸にも取り組み、通

年で経営ができるようにしなければ、農業を職業とすることはできない」

とか、「農業で儲かっていることを教えておけば、子供は農業を続けた方

がよいと考えるようになる。」と言った意見。まとめ的な意見として、「後

継者がいない、儲からないなどの否定的なことばかりでなく、夢のある

話を未来志向で考えていかなければいけないのではないか。」と言う意見

がありました。たぶん、「困った、困ったと言っているだけでは、難しい

状況を打破することはできないし、自らが積極的に動かないと明るい未

来はない。みんなで頑張りましょう。」という意味だと私なりに解釈して

います。 

次に、「農業経営について」です。 

まず第 1分科会ですが、「行政の支援制度おいては、専業とか認定農業

者になれとの縛りが強いが、山間部では極めて難しい条件だ。」とか、 

「山間部では、ほ場の大規模化は難しく、収量は限られるため、兼業で

ないと生活できない。行政の支援制度において、兼業という視点をもっ

と持って欲しい」といった山間部では、兼業に頼らざるを得ない現状を

訴える意見がありました。また、行政の補助金制度は、平場も中山間地

域も基本的に同じ条件で考えているが、例えば、「販売所まで行く時間が

平場の倍以上かかる」とか、「小さい機械、ちょっとした機械の方が利用

しやすい」などといった、「中山間地域の特異性に配慮して欲しい」と、

行政支援の在り方への要望がありました。違った視点からは、「場所にも

よるが、例えば「山菜」や「ところ」など、山間地の特徴を生かせるも

のがある。そう言ったものを認識すべきである」との意見もありました。 

第 2分科会では、「法人の場合、常時雇用すると、賃金の他に厚生年金

の掛金などの費用がかかるし、規模拡大すると、それに伴い雇用や設備

投資が必要となるので難しい。」また、「大規模農家や法人は、経営面積
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が限界状態であり、小規模農家の離農分まで引き受けてもらえず困って

いる。」など、就農を含めた現状課題の意見がありました。 

一方、「園芸は手間をかけた分、米より売り上げに反映されやすく、や

りがいがある。」とか、「基盤整備で園芸に取組み、儲けるためには、良

好な品質の確保や安定した売り先の確保が必要である。」といった、所得

向上のため、園芸への取組の必要性に関する意見がありました。 

今回の意見は少し時間がかかると思いますが、内容を整理し、後日皆

さんにお配りするとともに、行政等への意見提出に関して、農政課題部

会等で協議する予定としています。以上でございます。 

 

議長 ただいま局長から説明がありましたが、未定稿でございますので精査

した上で皆さんにお配りをしたいと考えています。他に、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） 

 

議長 それでは、質問等がないようですので、次に移ります。 

「その他」ということですが、事務局から何かありますか。 

 

事務局長 最後に、本日お配りした資料のご確認をお願いします。 

最初に、「農業委員会活動記録セット」です。 

セットの中に、「活動記録簿」と「ご相談カード」が入っていますが、

「ご相談カード」はすぐにご利用いただいて結構ですが、活動記録簿は

4 月からお使いいただきたいと思います。なお、活動記録簿は、記録さ

れて、毎月、事務局又は各駐在室担当にご提出いただきたいと思います。 

次に、「農村地域生活アドバイザー通信 青空 2019.2 月」でござい

ます。西條農業委員も参加いただいておりますが、上越農村地域生活ア

ドバイザー連絡会から「通信誌」が届いておりますのでお配りします。 

次に、チラシ「農業用ハウスの底地を全面コンクリート張りしやすく

なりました」です。 

昨年の全体会で説明いたしましたが、昨年 11 月 16 日に改正農地法が

施行され、今まで、「2アール以上の農業用ハウス」の底地を全面コンク

リート張りする場合には、農地転用の許可が必要でしたが、農地として
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の取り扱うことになりました。固定資産税税など税制上の取り扱いも農

地と同様となります。この「農作物栽培高度化施設」に該当するには、

いくつかの条件がありますので、ご相談を受けた場合には、事務局又は

駐在室にお問い合わせいただくようご指導いただきたいと思います。 

最後に、資料はございませんが、午前の運営委員会で発言がございま

したので、お話とお願いをさせていただきたいと思います。 

来年の 4 月に皆さんの任期が満了となり改選となりますので、運営委

員会が中心となって現体制の在り方等について検討したいと考えており

ます。例えば、総会や農地部会への推進委員の出席義務化や報酬の見直

し、地区会議の活性化、推進委員の定数や任意部会の在り方等について

です。そこで、これから運営委員会で検討する上で、推進委員に関する

検討事項が多いので、推進委員にアンケートをいただくことになりまし

たので、後日、簡単なアンケートをさせていただきたいと思いますので

ご協力をお願いしたいと思います。以上でございます。 

 

議長 ありがとうございました。委員の皆さんから、何かご提案等はござい

ませんか。 

 

西條委員 一つお願いがあります。「にいがた女性農業委員の会」ですが、年に数

回の活動があり、笠原会長は全国の副会長を務めています。それぞれの

地元では年会費や研修会費用を出していただけないといった問題があり

ます。糸魚川市は費用負担がないため、一切の会議には出て来ません。

上越市は、研修会費は出していただいていますが、任意の団体なので年

会費の 3,000 円は個人負担となっています。今後の女性委員の活動を踏

まえてご検討をいただけないか思います。 

 

議長 一昨日に、上越三市の会長、会長代理、事務局長が出席する地域別会

議が開催され、その際にも話題としました。全国組織があるので、それ

ぞれの状況をお聞きしたら、それぞれバラバラということでした。 

正式な会として立ち上がれば良いのですが、中々進みません。全国、県

との調整もありますので、もう少しお待ちください。 

議長 他に、ご提案等はございませんか。 
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大滝（正）

委員 

要望ですが、中山間地域直払制度が 31 年度で終了します。この制度に

よって維持されている部分が多いと思います。市や農業関係団体と連携

して次期計画を進めていただきたいと思います。次に、EU との経済連携

協定が発効されて畜産農家が大変困っています。これから、日米交渉に

よって米国が強力に米を押してくると思われます。TPP の際には国会決

議までしました。予算の確保の観点からも反対の狼煙を上げることも一

つの手段として必要かと思いますので、関係団体との連携をよろしくお

願いしたいと思います。回答は要りません。 

 

議長 はい、分かりました。皆さんからの意見をいただきながら、関係団体

と連携して進めていきたいと思います。他に、ございませんか 

 

 ＜閉会＞ 

議長 それでは、他にないようですので、以上をもちまして、予定した協議

はすべて終了しました。これをもって議長の任を退き、閉会とします。

ご協力ありがとうございました。 

 


