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第１８回柏崎市農業委員会総会議事録 

 

期日  平成３０年１１月３０日（金） 

場所  市役所 第１会議室（旧 本館１０１会議室） 

議案  議第１号 農地法第３条許可申請について 

    議第２号 農地法第４条許可申請について 

    議第３号 農地法第５条許可申請について 

    議第４号 農地法第５条事業計画変更承認申請について 

    議第５号 農地法第５条許可処分取消申請について 

    議第６号 平成３０年賃借料情報の提供について 

    議第７号 農業経営基盤強化促進事業に基づく農用地利用集積計画の決定につい

て（一般分 賃借権 新規設定分） 

議第８号 農業経営基盤強化促進事業に基づく農用地利用集積計画の決定につい

て（一般分 賃借権 再設定分） 

議第９号 農業経営基盤強化促進事業に基づく農用地利用集積計画の決定につい

て（一般分 使用貸借権 新規設定分） 

議第 10 号 農業経営基盤強化促進事業に基づく農用地利用集積計画の決定につい

て（一般分 使用貸借権 再設定分） 

議第 11 号 農業経営基盤強化促進事業に基づく農用地利用集積計画の決定につい

て（円滑化分 賃借権 新規設定分） 

議第 12 号 農業経営基盤強化促進事業に基づく農用地利用集積計画の決定につい

て（円滑化分 賃借権 再設定分） 

議第 13 号 農業経営基盤強化促進事業に基づく農用地利用集積計画の決定につい

て（円滑化分 使用貸借権 新規設定分） 

議第 14 号 農業経営基盤強化促進事業に基づく農用地利用集積計画の決定につい

て（円滑化分 使用貸借権 再設定分） 

 

その他  １２月総会の会議開催予定日時 

     第１９回総会を１２月２７日（木）午後に開催します。 

 

 

 

出席及び欠席の委員  別紙のとおり 

並びに事務局職員 

開会  午後１時３０分 
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霜田局長 

  お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。先週、11 月 22 日に新潟県農業

委員会大会が燕三条で行われました。県内各地から 900 人を超える方が参加いたしまし

た。柏崎農業委員会は 26人の参加をいただきました。大会では冒頭、永年勤続委員の表

彰がありました。続きまして、農業委員会の組織をめぐる情勢の講演がありました。農

地利用最適化に向けた政策の推進、団結して頑張ろうと締めくくって参りました。これ

まで以上に農地利用の最適化に向けた取組が求められるところであります。そして、昨

日になりますが、黒坂会長から、東京永田町に全国農業委員会会長代表者大会に出席し

ていただきました。地域に根差した活動が、地域の話し合いを促進するということで、

重要であると認識いたしました。 

  22 日に表彰されました藤林正一さんの表彰状を預かって参りましたので、黒坂会長か

ら賞状伝達していただき永年の功績を称えていただきたいと思います。 

 

（藤林正一さんに賞状伝達） 

 

  続きまして、農業新聞の加入推進にあたりまして、皆様には難儀いただきました。あ

りがとうございました。購読の申込をいただいた方々に農業会議の方からクオカードを

預かっておりますので、黒坂会長からお渡ししていただきます。 

 

（大矢辰栄さん、阿部淳一さん、植木稔さんにクオカード贈呈） 

 

ただ今から第 18回柏崎市農業委員会総会を始めさせていただきます。 

この総会は、柏崎市農業委員会会議規則第 2 条第 1 項及び同条第 2 項の規定により、

農業委員会会長が招集したものであります。 

また、同規則第 4条により、会長が議長となります。 

それでは、会長よろしくお願いします。 

 

会長 

この度、永年勤続表彰されました藤林正一さん大変おめでとうございました。新聞購

読を積上げていただいた 3人の方、大変ありがとうございました。 

11月に入りまして、中越協議会、県大会と忙しい中ありがとうございました。 

私から大変おめでたいお話をさせて頂きます。この度、永年農業委員として、そして

私達の中心となって指導して頂きました山波家希さんが叙勲をいただき、非常に嬉しく、

私達も励みになると思います。まずは報告させていただきます。 
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先程言いましたが、中越協議会、県大会、そして昨日、私は東京へ行ってきましたが、

これは県大会で皆さんが約束した、このような事業をこの 1 年間推し進めていきますと

いう集会であります。地元選出の国会議員に対して政策のお願いをしてきました。 

中越協議会の渡辺さんの話の中で、これからは、飼料用米が財務当局からあまり良く

思われていないという話がありましたが、MA 米、備蓄米を消費者が食べて、新米の飼料

用米を家畜が食べているという先のない話をしていましたが、私としましては、飼料用

米は食用にならないものなので、米の価格安定と暴騰につながる大事な政策ではないか

と私は思います。 

11 月 20 日、皆さんからご審議して頂きました意見書を市長に手渡してまいりました。

財政難の中で農家のことを考えながら応えていきたい、私にもわからない件については

教えて欲しいとお話がありました。 

 

議長 

それでは、総会を開催するにあたり、事務局に本日の出席委員数を報告させます｡ 

 

霜田局長 

事務局です。委員数は 19 人であります。欠席報告なし、現在の出席委員数は 19 人で、

過半数であることを報告致します。 

 

議長 

ただ今、事務局報告のとおり、出席委員数は過半数でありますので、柏崎市農業委員

会会議規則第 6条の規定により、総会が成立していることを宣言します。 

これより、第 18回総会を開催します。 

 

議長 

次に、柏崎市農業委員会会議規則第 14 条第 2 項の規定により、2 人の議事録署名委員

を指名します。議長が指名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 

それでは、1 番 茂田井 良雄委員、12 番 鈴木 義雄委員の 2 人を議事録署名委員

に指名します。 

 

議長 

ただ今より、議事に入ります。 
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「議第１号 農地法第 3条許可申請について」事務局に説明を求めます。 

 

濁川事務局長代理 

事務局でございます。議案書１ページをご覧ください。議第１号 農地法第 3 条許可

申請について説明いたします。 

申請番号 1 譲渡人 長岡市殿町〇丁目〇番地〇 破産者 〇〇 〇 破産管財人弁

護士 〇〇 〇。譲受人 関町〇番〇号 〇〇 〇〇。土地の所在地 元城町字城廻〇

番〇 外 31 筆 田 19,918.05 ㎡。自作地の売買でございます。取得事由については、

経営規模拡大のため。売買価格でございますが、10ａあたり   円になります。 

申請番号 2 譲渡人 扇町〇番〇号 〇〇 〇〇。譲受人 高柳町石黒〇〇番地〇  

〇〇 〇〇。土地の所在地 高柳町石黒字板畑〇〇番〇 畑 581 ㎡。自作地の贈与で

ございます。取得事由については、経営規模拡大のため。 

  審査結果一覧の 1 ページをご覧ください。案件ごとに地区担当の委員、笹川農地会議

代表者、事務局の阿部係長、濁川が現地調査を行いました。農地法第 3 条第 2 項各号に

該当しないため、許可要件のすべてを満たしています。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 

 ただ今の事務局からの提案説明を踏まえて質疑に入ります。ご意見ご質問はございま

せんか。 

 

－「なし」との声あり－ 

 

議長 

なければ質疑を終了いたします。議第 1 号の申請案件を許可処分と決定することにご

異議ございませんか。 

 

－ 異議なしの声あり － 

 

議長 

  議第 1号の申請案件を許可処分と決定いたします。 

 

議長 

  次に「議第 2号 農地法第 4条許可申請について」事務局の説明を求めます。 
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阿部係長 

 はい、事務局でございます。それでは、議案書 2 ページをご覧ください。議第 2 号 

農地法第 4条許可申請について、ご説明申し上げます。 

土地の所在地、地目、面積、申請者、転用目的及び農地区分の順に読み上げ、説明と

させていただきます。 

申請番号 1 大字黒滝字角田〇〇番〇 田 271 ㎡。大字黒滝〇〇番地 〇〇 〇〇。 

農機具格納庫敷地。第 2種でございます。 

なお、審査結果につきましては、許可申請書類審査結果一覧表 3 ページのとおり、特

に問題となる案件はございませんでした。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 

 ただ今の事務局からの提案説明をふまえて質疑に入ります。ご意見ご質問はございま

せんか。 

  

－「なし」との声あり－ 

 

議長 

 なければ質疑を終了いたします。議第 2 号の申請案件を許可処分と決定することにご

異議ございませんか。 

 

－ 異議なしの声あり － 

 

議長 

  議第 2号の申請案件を許可処分と決定いたします。 

 

議長 

  次に「議第 3号 農地法第 5条許可申請について」事務局の説明を求めます。 

 

阿部係長 

 はい、事務局でございます。それでは、議案書 3 ページをご覧ください。議第 3 号 

農地法第 5条許可申請について、ご説明申し上げます。 

土地の所在地、地目、面積、譲渡人、譲受人、転用目的及び農地区分の順に読み上げ、

説明とさせていただきます。 

申請番号 1 西山町浜忠字井ノ町〇〇番〇 畑 155 ㎡。西山町浜忠〇〇番 〇〇 
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〇〇。西山町鬼王〇番地〇 〇〇〇〇 〇号 〇〇 〇〇。一般個人住宅敷地。第 2 種

でございます。 

申請番号 2 大字安田字宮村〇〇番〇 田 234 ㎡。大字安田〇〇番地〇 〇〇 〇。 

大字安田〇〇番地 〇〇 〇〇。一般個人住宅。店舗及び駐車場敷地の拡張。第 3 種で

ございます。本議案申請番号 4に関連するものです。 

申請番号 3 扇町字宮田〇〇番〇 田 225 ㎡。大字劔〇〇番地〇 〇〇 〇〇〇。

鏡町〇番〇－〇号 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇。駐車場敷地。第 3種でございます。 

申請番号 4 大字安田字宮村〇〇番〇 田 238 ㎡。大字安田〇〇番地 〇〇 〇。

大字安田〇〇番地 〇〇 〇〇。一般個人住宅。店舗及び駐車場敷地の拡張。第 3 種で

ございます。本議案申請番号 2に関連するものです。 

申請番号 5 大字上条字新屋敷〇〇番 田 19 ㎡。大字上条〇〇番地 〇〇 〇〇。 

大字上条〇〇番地 〇〇 〇〇〇。農作業所敷地。第 3 種でございます。申請地は、す

でに転用目的である農作業所敷地として利用されており、今回、追認許可を求めるもの

です。 

申請番号 6 日吉町字朝戸開〇〇番〇 外 1 筆 田 661 ㎡。日吉町〇番〇号 〇〇 

〇〇。新橋〇番〇号 〇〇〇〇 〇〇〇〇。宅地造成地敷地。第 3 種でございます。本

議案申請番号 10に関連するものです。 

申請番号 7 大字横山字田子屋〇〇番〇 畑 321 ㎡。千葉県船橋市金杉台〇丁目〇

番〇棟〇号 〇〇 〇〇。大字横山番〇〇地 〇〇〇〇 〇〇〇〇。駐車場敷地。第 3

種でございます。 

申請番号 8 桜木町字三十歩〇〇番〇 畑 231 ㎡。桜木町〇番〇号 〇〇 〇〇。

松美〇丁目〇番〇号 〇 〇。一般個人住宅建築敷地。第 3種でございます。 

申請番号 9 長浜町字西江〇番〇 田 396 ㎡。長浜町〇番号〇 〇〇 〇〇。駅前

〇丁目〇番〇号。〇〇〇〇。宅地造成地敷地。第 3種でございます。 

申請番号 10 日吉町字朝戸開〇〇番〇 畑 27 ㎡。日吉町〇番〇号 〇〇 〇〇。

新橋〇番〇号 〇〇〇〇 〇〇〇〇。宅地造成地敷地。第 3 種でございます。本議案申

請番号 6に関連するものです。 

なお、審査結果につきましては、許可申請書類審査結果一覧表 4 ページのとおり、特

に問題となる案件はございませんでした。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 

 ただ今の事務局からの提案説明をふまえて質疑に入ります。ご意見ご質問はございま

せんか。 
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－「議長」との声あり－ 

 

藤林 正一推進委員 

  質問お願いします。申請番号 2 と申請番号 4 ですが、同じ地番なのに面積も違います

し、譲渡人も違うのはどうしてでしょうか。 

 

濁川事務局長代理 

  更正図を見ていただければわかりますが、筆が 2 筆ございます。その 1 筆ずつ持ち主

が違うため所有者も面積も違います。1筆に思えるかと思いますが、2筆を同時に拡張と

いうことで今回申請があがってきている案件でございます。 

 

議長 

 他にご意見ご質問はございませんか。 

 

－「なし」との声あり－ 

 

議長 

 なければ質疑を終了いたします。議第 3 号の申請案件を許可処分と決定することにご

異議ございませんか。 

 

－ 異議なしの声あり － 

 

議長 

  議第 3の申請案件を許可処分と決定いたします。 

 

議長 

  次に「議第 4 号 農地法第 5 条事業計画変更承認申請について」上程いたします。事

務局に説明を求めます。 

 

阿部係長 

 はい、事務局でございます。それでは、議案書 5 ページをご覧ください。議第 4 号 

農地法第 5条事業計画変更承認申請について、ご説明いたします。 

土地の所在地、地目、面積、当初計画者、承継者、転用目的、申請理由及び農地区分

の順に読み上げ、説明といたします。 

申請番号 1 大字藤井字山崎〇〇番〇 田 315 ㎡。長岡市東坂之上町〇丁目〇番地
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〇〇 〇〇 〇〇 成年後見人 〇〇 〇〇。当初資材置き場として利用する予定でし

たが、事情により、これを取りやめ、事務所・工場を建築するものです。第 2 種でござ

います。 

なお、審査結果につきましては、事業計画変更承認申請書類審査結果一覧表 5 ページ

下段のとおり、特に問題はございませんでした。以上、ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

議長 

 ただ今の事務局からの提案説明をふまえて質疑に入ります。ご意見ご質問はございま

せんか。 

  

－「なし」との声あり－ 

 

議長 

 なければ質疑を終了いたします。議第 4 号の申請案件を承認処分と決定することにご

異議ございませんか。 

 

－ 異議なしの声あり － 

 

議長 

  議第 4の申請案件を承認処分と決定いたします。 

 

議長 

  次に「議第 5 号 農地法第 5 条許可処分取消申請について」事務局に説明を求めます。 

 

阿部係長 

 はい、事務局でございます。それでは、議案書 6 ページをご覧ください。議第 5 号 

農地法第 5条許可処分取消申請について、ご説明申し上げます。 

土地の所在地、地目、面積、譲渡人、譲受人、申請理由及び農地区分の順に読み上げ

て説明とさせていただきます。 

申請番号 1 大字長崎新田字川西〇〇番〇 田 486 ㎡。大字長崎〇〇番地 亡 〇

〇 〇〇〇 相続人 〇〇 〇〇。千葉県船橋市松が丘〇丁目〇番〇号 亡 〇〇 〇

〇 相続人 〇〇 〇〇 外 1 名。転用事由の消滅。一般個人住宅の建築を予定してお

りましたが、家庭の事情により不要となったことから、許可の取消を申請するものです。

第 2種でございます。本議案申請番号 2に関連するものです。 
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申請番号 2 大字長崎新田字川西〇〇番〇 田 71 ㎡。大字長崎〇〇番地 亡 〇〇 

〇〇〇 相続人 〇〇 〇〇。千葉県船橋市松が丘〇丁目〇番〇号 亡 〇〇 〇〇 

相続人 〇〇 〇〇 外 1 名。転用事由の消滅。一般個人住宅の建築を予定しておりま

したが、家庭の事情により不要となったことから、許可の取消を申請するものです。第

2種でございます。本議案申請番号 1に関連するものです。 

なお、審査結果につきましては、許可取消申請書類審査結果一覧表 6 ページ下段のと

おり、特に問題となる案件はございませんでした。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
 

議長 

 ただ今の事務局からの提案説明をふまえて質疑に入ります。ご意見ご質問はございま

せんか。 

－「議長」との声あり－ 

 

№5植木 稔委員 

  譲受人の所で相続人の〇〇 〇〇さんの名前ではなく、どうして亡 〇〇 〇〇さん

が出てくるのですか。 

 

濁川事務局長代理 

  許可案件を取消すということで、許可当時の方のお名前を入れないと消せないという

ことがあります。2 筆ありますが、これを 1 件にしたらいいと思われる方もいると思い

ますが、それぞれ許可時期が違いますし、許可番号も違います。分かりづらいかと思い

ますが、2件の申請案件ということでございます。 

 

№5植木 稔委員 

  分かりました。取消す前の申請については、〇〇 〇〇さんの方で出されていたと理

解すればよろしいでしょうか。 

 

濁川事務局長代理 

  はい。 

 

議長 

 他にご意見ご質問はございませんか。 

 

－「なし」との声あり－ 
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議長 

 なければ質疑を終了いたします。議第 5 号の申請案件を許可処分と決定することにご

異議ございませんか。 

 

－ 異議なしの声あり － 

 

議長 

  議第 5の申請案件を許可処分と決定いたします。 

 

議長 

  次に「議第 6号 平成 30年度賃借料情報の提供について」上程いたします。事務局の

説明を求めます。 

 

阿部係長 

それでは、議案書 7 ページ及び 8 ページをご覧ください。議第 6 号 平成 30 年賃借

料情報の提供についてご説明いたします。 

 

議第 6号 平成 30年賃借料情報の提供について 

このことについて、下記により平成 30年の賃借料の情報を提供するものとする。 

  

                     平成 30年 11月 30日提出 

                              柏崎市農業委員会 

会長  黒坂 正春 

記 

 

提 供 期 日   平成 31年 1月 1日  

提供の方法   農業委員会だより（第 38 号）で、柏崎農業協同組合を通じて組

合員に配布する 

あわせて柏崎市ホームページに掲載する 

提供の内容   別紙のとおり 

 

8 ページの柏崎市賃借料情報をご覧下さい。表は、平成 30 年における賃借料情報が記載さ

れています。 

平成 30 年分の内訳としまして、基盤強化法の規定による利用権の設定等の筆数は、
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田は 2,714筆、畑は 48筆ありました。 

ここから全データの平均額の 1.7 倍を越える契約と、0.3 倍を下回る契約は、特殊取

引として除外しました。 

その結果、データ総数が田 2,388 筆、畑 38 筆となりました。この特殊取引を除外し

たあとの、地域別賃借料の「平均額・最高額・最低額」を提供する情報としました。 

お手元に参考資料として、昨年の賃借料情報をお配りしております。昨年と比較しま

すと、賃借料の全体平均は、田が 300 円、畑が 500 円下落しています。締結額では、大

まかには、10,000円、5,000円、7,000円という額が多いようです。 

昨年より、対象となる農地のサンプル数が、800 筆ほど減っております。この原因と

しては、「人・農地プラン」や「経営転換協力金」の制度が浸透し、昨年まで見られた

駆け込みのような賃借権設定が、落ち着いたのではないかと思われます。 

以上で説明を終わります。 

 

議長 

 ただ今の事務局からの提案説明をふまえて質疑に入ります。ご意見ご質問はございま

せんか。 

 

－「議長」との声あり－ 

 

藤林 正一推進委員 

  賃借料はかつて農業委員会で決めていたのですが、今はデータの公表ということです。

最近、力関係によって賃借料の設定が決まってくることが多いようです。賃借料は借手

と貸手と第三者で協議してはどうかという意見もあったのですが、法律で農業委員会が

そういうことをしなくなったのは承知しています。他の市町村もデータだけでしょうか。

今は借手の方が強いです。私の地域でもただ同然のところもあります。賃借料がばらつ

いているように思います。私は第三者機関で代表が相談して決めるのがいいと思います。 

 

濁川事務局長代理 

  農地法が改正になったのが平成 21年でございます。それまでは、貸手、借手の双方が

集まり標準小作料を決めておりました。ところが法律改正になってそれは一切ノータッ

チになりました。独占禁止法に触れるということで、農業委員会としてはタッチしては

ならないとなっています。ですから、出てきたデータを公表しております。 

そもそも標準小作料というのはあくまで標準であって、貸手と借手がお互い話合いを

して決めるのが小作料だと思います。 

  第三者機関で決められないかということですが、水田再生協議会でも話は出ています
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が、やはり基本は貸手と借手の話合いということで、今に至っています。 

 

議長 

  隣接の市町村でオブザーバーのようなものはありますか。 

 

濁川事務局長代理 

  隣接の市町村にはございません。村上市、上越市が第三者機関を作って決めたという

ことは聞いております。県内では 2 か所だと思います。第三者機関に農業委員として入

るのはいいですけれど、農業委員会としては入ることはできません。 

 

藤林 正一推進委員 

  分かりました。ありがとうございました。 

 

議長 

 他にご意見ご質問はございませんか。 

 

－「なし」との声あり－ 

 

議長 

 なければ質疑を終了いたします。議第 6 号について提案のとおり提供することに決定

することにご異議ありませんか。 

 

－ 異議なしの声あり － 

 

議長 

  議第 6の平成 30年度賃借料情報の提供について提案のとおり提供することに決定いた

します。 

 

議長 

次に「議第 7号から議第 14号 農業経営基盤強化促進事業に基づく農地利用集積計画

の決定について」一括上程いたします。事務局の説明を求めます。 

 

濁川事務局長代理 

  事務局でございます。議第 7 号から議第 14 号の「農業経営基盤強化促進事業に基づ

く農用地利用集積計画の決定について」一括して説明させていただきます。 
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この案件につきましては、8 月に委員及び推進委員の皆様方に配布をお願いした、更

新分と、新規分の成果でございます。大変ありがとうございました。 

  まず、議第 7 号 9 ページでございます。一般分賃借権の新規設定分でございます。11

人の所有者から 5 人の耕作者の方に権利の設定が新たにされるものでございます。6 年、

10年とそれぞれ地区別に集計してあります。田が 10筆、9,211㎡、畑が 6筆 3,103㎡で

ございます。 

  続きまして、13 ページをご覧ください。議第 8 号でございます。一般分賃借権の再設

定分でございます。これにつきましては、一般分の賃借権の再設定ということで、更新

を含めまして、以前に利用権、基盤法に基づく賃借権が設定されたものでございます。

76 人の所有者から 54 人の耕作者の方に権利が再設定されるものでございます。3 年、6

年、10 年とそれぞれ地区別に集計してあります。田が 264 筆 219,414.63 ㎡、畑 6 筆

2,987㎡でございます。 

続きまして、32 ページをご覧ください。議第 9 号でございます。一般分使用貸借権の

新規設定分です。1 人の所有者から 1 人の耕作者の方に権利が新たにされるものでござ

います。10年の契約期間で地区別に集計してあります。田が 1筆 191㎡でございます。 

続きまして、34 ページをご覧ください。議第 10 号でございます。一般分使用貸借権

の再設定分でございます。11 人の所有者から 11 人の耕作者の方に権利が再設定される

ものでございます。3 年、10 年とそれぞれ地区別に集計してあります。田が 74 筆

30,471.21㎡、畑が 42筆 14,780.91㎡でございます。 

続きまして、38 ページをご覧ください。議第 11 号でございます。円滑化分賃借権の

新規設定でございます。7 人の所有者から 2 人の耕作者の方に権利が新たにされるもの

でございます。10 年の契約期間で地区別に集計してあります。田が 11 筆 3,502 ㎡でご

ざいます。 

続きまして、41 ページをご覧ください。議第 12 号でございます。円滑化分賃借権の

再設定分でございます。60 人の所有者から 18 人の耕作者の方に権利が再設定されるも

のでございます。3 年、6 年、10 年とそれぞれ地区別に集計してあります。田が 176 筆

150,915㎡、畑が 8筆 1,470.39㎡でございます。 

続きまして、51 ページをご覧ください。議第 13 号でございます。円滑化分使用貸借

権の新規設定分でございます。1 人の所有者から 1 人の耕作者の方に権利が新たにされ

るものでございます。10 年の契約期間で地区別に集計してあります。田が 1 筆 95 ㎡、

畑が 1筆 183㎡でございます。 

続きまして、53 ページをご覧ください。議第 14 号でございます。円滑化分使用貸借

権の再設定分でございます。3 人の所有者から 3 人の耕作者の方に権利が再設定される

ものでございます。10 年の契約期間で地区別に集計してあります。田が 5 筆 2,460 ㎡で

ございます。 
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議第 7 号から第 14 号の共通事項として皆様のご承認を得られれば、12 月 19 日を公告

の予定日とし、権利の開始については 12月 20日でございます。 

  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 

  ただ今の事務局からの提案説明をふまえて質疑に入ります。ご意見ご質問はございま

せんか。 

 

－「なし」との声あり－ 

 

議長 

  許可処分決定前に、休憩を入れます。前の方に基盤強化法の書類が出ておりますので、

見ていただきたいと思います。今、2 時 25 分ですので、2 時 35 分まで 10 分程度の休憩

とします。 

 

－ 休憩中 － 

 

議長 

  それでは、ただ今から会議を再開いたします。 

議第 7 号から議第 14 号の申請案件を許可処分と決定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 

  議第 7号から議第 14号の申請案件を許可処分と決定いたします。 

 

議長 

  その他の事項で、委員のみなさんから発言はございませんでしょうか。 

ないようでしたら事務局からその他事項をお願いします。 

 

霜田事務局長 

  お手元の第 18 回農業委員会総会（H30.11.30）事務局事務連絡をご覧ください。今後

の予定です。 

  第 2 回農業委員会現地研修会（会長・会長職務代理者） 12 月 11 日（火）13 時から
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16 時 中之口コミュニティセンター会議室 担い手への農地集積・集約化をテーマに研

修します。 

  第 11 回運営会議（四役） 12 月 18 日（火）15 時から 4 階小会議室 議会との意見

交換会について協議願います。 

  新潟県担い手経営発展推進大会（認定農業者等） 12 月 20 日（木）13 時から 16 時 

新潟ユニゾンプラザ多目的ホール 平成 30年度新潟県優良農業経営体等表彰式 （有）

山波農場さん 優良認定農業者経営改善部門表彰（第 2 部で事例発表） 「認定農業者

等連絡協議会（農政課所管）」で既案内、農業委員会としてはとりまとめしません。希望

される方は 12月 7日（金）迄一報お願いします。 

  山波家希氏の叙勲を祝う会の開催について 1 月 19 日（土）12 時（11 時 30 分受付）

から メトロポリタン松島で行います。 

  山波家希氏の叙勲につきましては、新聞等で報道されていますので、皆さんご存知だ

と思います。正式には 9月 12日農林水産省から旭日単光章ということで内示をいただき

ました。その後 10月下旬に閣議で最終決定され、11月 3日に発令されました。 

  祝う会の案内を出したのは、22期・23期の委員さん、来賓は市長だけです。発起人の

代表は黒坂代表、発起人に佐藤会長職務代理者、笹川農地会議代表者、石塚農政会議代

表者になっていただきました。皆さんには総会終了度、案内状を用意してありますので

お渡しいたします。 

  第 19 回総会は 12 月 27 日（木）13 時 30 分から 市第 1 会議室（旧 101 会議室）で行

います。以上です。 

 

議長 

  ご質問等ありませんか。 

 以上で本日の日程は終了しました。閉会の挨拶を佐藤会長職務代理者からお願いいた

します。 

 

佐藤会長職務代理者 

  お疲れ様でした。藤林推進委員さんおめでとうございました。先日の研修会や農業新

聞等でも農地最適化推進委員の活躍の場をということで、さらに期待されているところ

であります。よろしくお願いします。これで終わります。お疲れ様でした。 

 

 

 

閉会 午後２時４８分 
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