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第１９回柏崎市農業委員会総会議事録 

 

期日  平成３０年１２月２７日（木） 

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４条許可処分取消申請について 

    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条許可申請について 

        

その他  １月総会の会議開催予定日時 

     第２０回総会を１月３１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 

 

霜田事務局長 

  師走の忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。月日の経つのは早

いもので、この間までは暑いと言っていたのにもう年の暮れです。寒さの厳しい年の瀬

になると言われています。皆様にとってこの一年いかがだったでしょうか。8号線、信

越線がストップした大雪がありました。台風、北海道の大地震、西日本豪雨、皆様から

は義援金の支援をいただきました。猛暑で農作物にとっては苦しい夏だったと思います。

減反政策、直接支払交付金の廃止により、厳しい競争の中にあります。年明けには TPP、

EPA欧州連合経済連携協定、外国人労働者確保ということで、受入れの波が来ることに

なります。また来年には新しい元号を迎えることになりますが、希望のある年になるよ

う期待したいです。 

  総会に入る前に、先月に続きまして、今月、農業新聞の購読申込を頂いた方にクオカ

ードを農業会議から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、阿部隆一さんにクオカード贈呈） 

 

  それでは、ただ今から第 1９回柏崎市農業委員会総会を始めさせていただきます。 
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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。 

 

黒坂会長 

皆さんご苦労様でございます。暮も押迫った忙しい中、しかも足元の悪い中、お集ま

りいただきありがとうございます。先程、局長からお話があった通りですが、今年一年

を振返りますと、天候等による収量減、国から民への生産調整の実行、農産物の貿易の

自由化とあまり良い年ではなかったと思います。 

農業委員会の研修や会議が多く開催されておりますが、国が特に農地利用最適化推進

委員を中心として、地方の末端の声を聞く、農地集約集積、担い手の確保、コスト低減

を推し進めて行きたいということと、担い手に 80％の集積を図りたいという命題がある

ようです。研修に参加し、勉強することも大切だと思いますので、そういう機会を逃さ

ないで、出席して頂きたいと思っています。参加率の悪い方がいるということで、今後

はそういうことがないように、勉強していただきたいと思います。 

私達も一農業委員会、一モデル地区ということで、春日地区を重点的にさせていただ

いています。春日地区だけではなく、全農業委員を挙げてモデル事業を進めていきたい

と思いますので、協力をお願いします。 

最後になりますが、山波家希さんが叙勲を受けられました。私たち農業委員会として

も祝賀会を開催しますので、皆さんから参加していただきたいと思っています。 

 

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の報告を願います｡ 

 

霜田事務局長 

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 19回総会を開催します。 

 

議長 
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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、№2 佐藤 敏委員、№19 村山 八十一委員の 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。 

「議第１号 農地法第 3 条許可申請について」〇〇 〇〇委員、〇〇 〇〇委員に関

する案件がありますので、他の案件と分離して審議いたします。まず、申請番号 1 の案

件の審議を行います。〇〇 〇〇委員の退席を求めます。 

 

－ 〇〇委員が退席する － 

 

議長 

「議第１号 申請番号 1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、申請番号 1のご説明をいたします。 

申請番号 1 譲渡人 宮城県仙台市泉区加茂〇丁目〇番地の〇 〇〇 〇〇 外 2 名。

譲受人 茨目〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇。土地の所在地 大字茨目字巻山〇〇番 〇

外 2 筆 田 2,389 ㎡。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。 

審査結果一覧の 1 ページをご覧ください。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。 
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－「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 号の申請番号 1 の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 申請番号 1 の申請案件を許可処分と決定いたします。退席を求めていまし

た〇〇委員の入室を求めます。 

 

－ 〇〇委員が入室 － 

 

議長 

  〇〇委員に退席を求めましたが、申請番号 1の案件は許可処分と決定いたしました。 

 

議長 

  次に「議第１号 申請番号 2の案件の審議を行います。」〇〇 〇〇委員の退席を求め

ます。 

 

－ 〇〇委員が退席する － 

 

議長 

「議第１号 申請番号 2について」事務局に説明を求めます。 

 

濁川事務局長代理 

 議第１号 農地法第 3条許可申請について、申請番号 2のご説明をいたします。 

  申請番号 2 譲渡人 大字新道〇〇番地 〇〇 〇〇。譲受人 大字藤橋〇〇番地〇 

〇〇 〇〇。土地の所在地 大字新道字郡橋〇〇番〇 外 5筆 田 2,535㎡。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。 

審査結果一覧の 1 ページをご覧ください。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
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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 申請番号 2 の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 申請番号 2 の申請案件を許可処分と決定いたします。退席を求めていまし

た〇〇委員の入室を求めます。 

 

－ 〇〇委員が入室 － 

 

議長 

  〇〇委員に退席を求めましたが、申請番号 2の案件は許可処分と決定いたしました。 

 

議長 

  次に「議第１号 申請番号 3の案件の審議を行います。」事務局の説明を求めます。 

 

濁川事務局長代理 

  議第１号 農地法第 3条許可申請について、申請番号 3のご説明をいたします。 

申請番号 3 譲渡人 原町〇番〇号 〇〇 〇〇。譲受人 原町〇番〇号 〇〇 〇

〇。土地の所在地 栄田〇番〇 田 367 ㎡。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。 

審査結果一覧の 1ページをご覧ください。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
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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 申請番号 3 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 申請番号 3の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。 

 

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、ご説明いたします。 

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

いたします。 

申請番号 1 松波〇丁目字稲荷山〇〇番 畑 376㎡。松波〇丁目〇番〇号 〇〇 

〇〇。一般個人住宅。第 3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。 
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－「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 4 条許可処分取消申請について」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 4条許可処分取消申請について、ご説明いたします。 

 土地の所在地、地目、面積、申請者、申請理由及び農地区分の順に読み上げて説明と

いたします。 

 申請番号 1 大字宮之窪字本村〇〇番 田 128㎡。大字上条〇〇番地〇 〇〇 〇

〇。転用事由の消滅。当初車庫の建設を予定しておりましたが、家庭の事情により、不

要となったものです。第 3種でございます。 

 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 4ページ上段のと

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。 

  

－「なし」との声あり－ 

 

議長 

 なければ質疑を終了いたします。第 3 号の申請案件を取消処分と決定することにご異
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議ございませんか。 

 

－ 「異議なし」の声あり － 

 

議長 

  議第 3号の申請案件を取消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」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 4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 大字安田字稲荷〇〇番〇 外 4筆 計 田 397㎡。富山県富山市住吉

町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 〇〇〇〇。田中〇番〇号 〇〇〇〇 〇〇〇〇。当初計

画者が事務所及び駐車場として利用する予定でしたが、事業上の事情によりこれを取り

やめ、承継者が建売住宅を建築するものです。第 3種でございます。議第 5号 5条許可

申請番号 5に関連するものです。 

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。 
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－ 「異議なし」の声あり － 

 

議長 

  議第 4号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 5ページをご覧ください。議第 5号 

農地法第 5条許可申請について、ご説明いたします。 

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、

説明といたします。 

申請番号 1 松波〇丁目字下ノ島〇〇番 畑 169㎡。松波〇丁目〇番〇号 〇〇 

〇〇〇。松波〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇 外 1名。一般個人住宅。第 3種でございま

す。 

申請番号 2 半田〇丁目字鍋田〇〇番 田 1,031㎡。向陽町〇〇番地〇 〇〇 〇

〇〇。小千谷市平沢〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇。集合住宅及び駐車場。第 3種でござ

います。 

申請番号 3 新赤坂〇丁目〇番 畑 201㎡。三島町〇番〇号 〇〇 〇〇。栄町〇

番〇－〇〇号〇〇〇〇 〇〇 〇〇。一般個人住宅。第 3種でございます。 

申請番号 4 半田〇丁目字六社前〇〇番 畑 46㎡。半田〇丁目〇番〇号 〇〇 〇

〇〇。半田〇丁目〇番号〇 〇〇 〇。駐車場及び物置。第 3種でございます。 

申請番号 5 大字安田字稲荷〇〇番〇 外 4筆 計 田 397㎡。大字軽井川〇〇番

地 ○○ ○○○。田中〇番〇号 〇〇〇〇 〇〇〇〇。建売住宅。第 3種でございま

す。議第 4号 5条事変申請番号 1に関連するものです。 

申請番号 6 新赤坂〇丁目〇番 畑 233㎡。番神〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇。 

諏訪町〇番〇号 〇〇 〇 外 1名。一般個人住宅。第 3種でございます。 

申請番号 7 松波〇丁目字粉糠ママ〇〇番〇 畑 229㎡。松波〇丁目〇番〇号 〇

〇 〇〇〇 外 1名。松波〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇。一般個人住宅。第 3種でござ

います。 

申請番号 8 豊町字八万田〇〇番〇 田 72㎡。岩上〇番〇号 〇〇 〇〇。岩上〇

番〇号 〇〇 〇〇。貸駐車場。第 3種でございます。 

申請番号 9 大字曽地字北田〇〇番 田 214㎡。大字曽地〇〇番地 〇〇 〇〇。 

大字曽地〇〇番地〇 〇〇〇〇。駐車場。第 3種でございます。 
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申請番号 10 大字茨目字墓原〇〇番〇 外 3筆 計 田 267㎡ 畑 22.30㎡ 合

計 289.30㎡。神奈川県大和市草柳〇丁目〇番地〇 〇〇〇 〇〇 外 1名。大字大広

田〇〇番地〇 〇〇 〇〇。一般個人住宅。第 3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 6ページのとおり、特に

問題と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 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号の申請案件を許可処分と決定いたします。 

 

議長 

  以上で第 19回総会を終了します。 

 

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 

  過日、12 月 4 日（火）から 5 日（水）と 1 泊 2 日で、阿賀野市の村杉温泉で「新潟県

女性農業委員研修」がありました。情報交換会、視察、事例報告と盛りだくさんの内容

と伺っております。参加された水野委員から率直な感想など一言お願いします。 

 

水野 美保委員 
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  12 月 4 日から 5 日、新潟県女性農業委員等研修会に参加させていただきました。県内

の女性農業委員、推進委員の方合わせて 88名いらっしゃるそうです。今回の研修会には

60 名の方が参加されました。まず出席率が高いことに驚きました。1 日目は定例総会、

事例報告会、グループ討議や情報提供をいただき、2 日目は神田酪農とヤスダヨーグル

トの工場見学をさせていただきました。 

  事例報告の中で、4 名の方が報告されていたのですが、その内 3 名の方が農業委員、1

名は一般の方でした。女性ということで、中立の立場で農業委員、推進委員になられる

方が多くいられました。農業のことはよくわからないけれど、農業と子供の食育の繋ぎ

の役割をしたいという方が多くいらっしゃいました。女性ならではと言いますか、朝食

のおかずの話や、政治の話が同じテーブルの上で話合いできるのが不思議な空間だった

と思っています。 

  一般の方の事例報告ですが、その方はＪＡの青年企画の田んぼの婚活イベントに参加

されて、農業が楽しそうと思ったところから米作りに弟子入りし、通っているうちにご

結婚されたという方でした。旦那様が退職されたのを機に、16ha の稲作と大豆、えごま

の栽培をされ、農業研修として体験ツアーを始められ、首都圏の若者を中心に交流され

ているということでした。農業、地域の活動、子育て、全てにおいて、上手に手を抜き

ながら頑張っている。というお話をされていたのがとても印象深かったです。 

全体の研修のお話の中で心に残っていることは、委員さんたちは地域に出て、会合の

取りまとめをしなければならない場面が多くあります。これからは、会合の取りまとめ

をする力を付けていかなければいけないということで、女性の研修会でも、その様な場

面を多く作っていきたいというお話でした。グループ討議などの意見を 2 分程度にまと

めて、皆さんに分かりやすく発表するという体験をさせて頂きました。 

  農業委員会や農業委員さんが、どのような活動をしているのか、一般の方々が知らな

いことが多すぎるということで、どのようにして皆さんに伝えていくかということが話

題に上がっていました。まずは農業委員会だよりを利用して、伝えていけたらというこ

とだったのですが、農業委員会だよりは全戸に配布されているのではなく、農業者に配

布されています。地域によっては、回覧で回したり、市や村の広報誌のコーナーという

形で、農業委員会だよりを全戸に配布している地域もあると伺いました。色々な方法を

使い、身近なところから、農業委員会の仕事や農業委員の活動を、皆さんに広く知らし

めていかなければいけないとお話しされていました。 

一言では言えないくらい、目から鱗が落ちるようなお話がたくさんありました。今回

参加させていただき、とても良かったと思っています。また機会がありましたら参加さ

せていただきご報告させていただきたいと思っています。 

以上です。ありがとうございました。 
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霜田事務局長 

  ありがとうございました。続きまして濁川事務局長代理お願いします。 

 

濁川事務局長代理 

  事務局でございます。本日、お手元に配布しました封筒の中をご覧ください。「農業

経営基盤強化促進法による利用権設定書の配布と回収について」でございます。8月の

総会でも説明させていただきましたが、改めて説明させていただきます。この取り組み

は、農地の流動化を促進し、担い手への利用集積を図ることを目的として活動いただく

ものです。 

① 期間満了となる農用地利用集積計画による利用権の更新 

② 担い手への農地の面積集積 

③ 遊休農地の発生防止のための出し手・受け手の結び付け 

提出期日は、2月 8日（金）です。取りまとめいただいたものは、来年 3月の総会に

諮り、4月に公告の予定です。 

今回の更新案件は 392件、1,282筆、約 117haです。このうち、皆様からは 236件の

更新活動をお願いすることになります。 

それでは、お手元にお配りしました封筒の中身のご確認をお願いいたします。黄色、

水色、ピンク色の紙で留めてある書類です。 

まず、黄色の紙で留めてあります、委員管理用書類をご覧ください。左上に委員さん

のお名前が入っております。「利用権設定書の配布と回収について（お願い）」の文書

と「利用権設定申出書」の Q&A（A4裏表）、今回お願いする一覧表（A3）、水色の用紙

の「農業委員管理用」と大きく印字されている各筆明細書（A4）です。なお、黄色の紙

で留めてある書類の中の一覧表（A3）と各筆明細書（A4）は個人情報ですので、活動終

了の際は、必ずお返しをいただきたいと思います。 

次に、水色の紙で留めてあります書類は「再設定の申出書」です。今回「再設定の申

出書」のない委員さんもおります。 

最後、ピンク色の紙で留めてあります書類は新規分の申出書が 3部入っております。

新規設定される方にお渡しください。不足の場合は事務局にお申し出ください。 

手続きについて、簡単に説明させていただきます。更新の申出書に所有者と耕作者の

方から、賃借料の記入、設定期間を記入してもらい、署名、押印をもらってください。

それぞれの申出書に記入例がついていますのでそれを参考に記入してください。 

ＪＡ、中間管理機構を通じて設定する場合、受付窓口はＪＡとなっております。今回

お配りしました事務局受付の申出書とは用紙が異なりますのでご了承ください。 

ＪＡ、中間管理機構を介する場合や、更新しない場合は、必ず、事務局へご報告くだ

さい。 
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次に、お配りした更新書類について地区担当基準で振り分けてございますが、一覧表

をご覧いただいて、これは自分よりも別の委員さんが担当したほうが円滑に進むといっ

たような場合は、双方で協議いただいて、調整していただければと思います。なお、担

当する委員さんが変更になった場合、必ず事務局にご連絡ください。 

その他、所有者が市外、共有名義、相続登記が済んでいない等の場合は事務局扱いと

して、事務局から直接所有者に送付します。 

提出締切は、2 月 8 日（金）でございますので、よろしくお願いいたします。利用権

については以上です。質問等がございましたらお願いします。 

 

藤林推進委員 

  一つの封筒に入っていますが、設定をお願いするときに、自分で市販の封筒を用意し

ていますので、封筒を事務局からもう 2、3枚貰うことはできませんか。 

 

濁川事務局長代理 

  はい、わかりました。総会が終わりましたら事務局にお出でいただければお渡しいた

します。他の皆様につきましても必要な方がおられましたら事務局までよろしくお願い

いたします。以上です。 

 

阿部係長 

はい、事務局でございます。それでは、「農のかけ橋（№49）」5ページ上段をご覧く

ださい。11 月 16 日に施行された農業経営基盤強化法等の一部を改正する法律について、

ご説明いたします。改正された点は 2点です。 

まず、「相続未登記農地等の利用の促進」です。相続未登記農地とは、農地の登記名

義人が死亡したものの相続登記手続きをせずにいたまま相続が繰り返されたため、その

相続関係者、共有者が非常に多数となったものです。これまでは、農地を貸すためには、

相続関係図を作成し、相続人を特定したうえで、その過半数の同意が必要でしたが、そ

れでも 5年間の利用権設定しかできませんでした。それが今後は、特定する相続人が配

偶者と子と簡素化され、期間も 20年間と長期化されることとなります。 

次に、「底地の全面がコンクリート等に覆われた農業用施設について」です。これま

で農業委員会の農地転用許可が必要であり、その後相続税や固定資産税等税制上、宅地

として評価・取り扱いしていたものが、今後は届出制となり、その後も農地として取り

扱うこととするというものです。 

ただし、これらのことは「農のかけ橋」ではいいことばかりのように表現されていま

すが、判断基準や条件、届出の際の添付書類の作成等でやや難しい、厳しいものとなっ

ております。 
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疑問の点については、お気づきの都度、事務局までお問い合わせください。ただ、な

にぶん初めてのこと、施行されて間もないことですので、国・県においても手探りの状

況です。お答えするのにお時間をいただくことになるかとは思いますが、ご了承くださ

い。ご質問がありましたらお願いします。 
 

藤林推進委員 

  相続未登記の場合相続人が何人かいますが、その中の誰でもいいということですか。 

 

阿部係長 

  反対する人がいなければ誰でもいいということになります。 

 

濁川事務局長代理 

  皆様のお手元に農業委員会だより第 38号が配布されているかと思います。広報編集委

員の皆さんから難儀して頂いて出来上がりました。山波前会長の叙勲の関係、農業委員

会大会の様子、利用権設定についてのＱ＆Ａ、賃借料、底地の全面がコンクリート等に

覆われた農業用施設についてのちらしが入っているかと思います。これを農家に配布す

ると委員皆様に問い合わせがいくと予想されます。事務局に連絡いただければ対応いた

します。 

  新年になりましたら、免税軽油の申請を受付します。中間管理機構を通じた利用権設

定の作業終了が 1 月 15 日の前の週までかかりますので、希望される方は 15 日以降に来

ていただければと思います。高柳町事務所、西山町事務所におきましても、耕作証明書

が発行できるように手配してございます。以上でございます。 

 

霜田事務局長 

  お手元の第 19回農業委員会総会（Ｈ30.12.27）事務局事務連絡をご覧ください。今後

の予定です。 

  第 12 回運営会議（四役）1 月 10 日（木）15 時から 4 階大会議室 「山波氏の叙勲

を祝う会」最終調整を願います。 

  山波氏の叙勲を祝う会 1 月 19 日（土）12 時から 67 名の方に案内を差上げ、現在

45人の方からご出席のお返事をいただいております。 

  第 20 回総会・新年会 1 月 31 日（木）総会 15 時半から 市第 1 会議室（旧 101 会議

室） 総会後、新年会 1月 11日（金）締切期限 

  柏崎・刈羽地域農業者大会 2月 4日（月）13時 15分から 柏崎市文化会館「アルフ

ォーレ」 12月 27日（木）締切期限  

  地域別農業委員会 会長・事務局長会議 2 月 21 日（木）午後 長岡市役所「アオー
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レ」会議室 

  2019 年農業委員会活動記録簿について 県農業会議から未達のため 1 月の総会で配布

予定 1月分をコピー配布しますので、活動記録をお願いします。 

  綱紀の保持について 交通事故防止 飲酒運転の根絶 信用失墜行為の禁止 私ども

事務局もそうですが、色々な市町村で不祥事が絶えません。皆様も凍結した道路、除雪

した後の道路を運転しますので、事故にあわないよう、おこさないよう注意していただ

きたいと思います。年末年始、お酒を飲む機会もあると思いますが、くれぐれも飲酒運

転をしないようお願いします。農業委員会として信用を損なうことのないよう皆様一人

ひとり気を付けていただきたいと思います。充実した年末年始をお過ごしください。 

  

議長 

 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からお願いします。 

 

佐藤会長職務代理 

  お疲れ様でした。今晩あたりから荒れる予報になっておりますが、年末年始を静かに

迎えられればと思っております。皆様お疲れ様でした。 

 

 

閉会 午後２時３５分 

 

 

 

 

柏崎市農業委員会会議規則第１４条第２項の規定により議長及び署名委員は、署名押印する。 
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