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   （２）議第４２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書の審議について 

   （３）議第４３号 農用地利用集積計画書の審議について 

   （４）議第４４号 非農地証明書の審議について 

   （５）議第４５号 寒河江市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指 



            針」の見直し案について 
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開会 午前 ９時１０分 

 

木村議長     それでは、まず総会の成立についてですが、本日の出席者

は総委員数１８名中、出席委員１８名で、在任委員の全委員

が出席しておりますので、総会は成立いたします。 

 

木村議長     次に、「議事録署名委員の選任」ですが、恒例により議長

に一任いただけますでしょうか。 

 

         （「異議なし」の声あり） 

 

木村議長     それでは、８番・大泉委員、１２番・菊地委員にお願いし

ます。 

 

木村議長     次に、「書記任命」ですが、高子主査にお願いします。 

 

木村議長     次に、「報告事項」ですが、事務局からありましたらお願

いします。事務局。 

 

事務局（安達主事） はい、議長。 

         事務局から報告させていただきます。 

 

         （報告事項朗読） 

 

木村議長     ありがとうございました。ただいまの報告について何かご

質問はありますか。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     質問がないようですので、ほかに事務局からありませんか。 



 - 2 - 

 

事務局（安達主事） ありません。 

 

木村議長     それでは、早速議事に入ります。 

         議第４１号から議第４５号までの議案について一括上程し

ます。 

         （１）議第４１号「農地法第３条の規定による許可処分に 

                 ついて」 

         （２）議第４２号「農地法第５条第１項の規定による許可 

                 申請書の審議について」 

         （３）議第４３号「農用地利用集積計画書の審議について」 

         （４）議第４４号「非農地証明願の審議について」 

         （５）議第４５号「寒河江市農業委員会「農地等の利用の 

                 最適化の推進に関する指針」の見直し案に 

                 ついて」 

         以上、議第４１号から議第４５号まで一括上程します。 

 

木村議長     ここで、先日開催されました事前審査会の報告を求めます。

菅井会長職務代理者、報告をお願いします。菅井会長職務代

理者。 

 

菅井会長職務代理者 はい、議長。１７番、菅井です。 

         去る９月１８日に開催されました事前審査会の報告を行い

ます。 

         事前審査会では、今回の総会に関わる案件について、各地

区担当委員及び農地利用最適化推進委員による調査結果の報

告に基づく審査と、事前審査会における現地調査として農地

法第５条の許可申請案件１件、非農地証明願案件２件の合計

３件を審査しました。 

         議第４２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書
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の審議について」、順位３３番、寒河江地区仲田の畑１０筆の

宅地用分譲敷地８区画への転用の案件です。申請地は都市計

画区域内の用途地域内の農地であり、計画どおりであれば特

に問題ないと判断しました。 

         次に、議第４４号「非農地証明願の審議について」、順位８

番、南部地区の案件です。現地は島の土地で、近隣住民によ

ると、平成１０年から車庫が敷地西側に建築されているとの

ことで、現在まで願い出人の車庫用敷地として長く利用され

ており、現地調査の結果、願い出のとおり宅地であり、非農

地と判断できる場所でした。 

         次に、同じく非農地証明願の案件で、順位９番、寒河江地

区の案件です。現地は洲崎の土地で、昭和５８年５月２７日

に農政９７２号にて有限会社寒河江渋谷会館代表取締役渋谷

耕治が転用許可を得て、駐車場敷地として利用してきました

が、当時の許可証を紛失したことから、このたびの証明願と

なりました。調査しましたところ、現地は転圧の上砕石が固

められ、簡単に農地に復元することができない土地であり、

また近隣住民２名より、長らく雑種地として利用されている

とのことから、非農地と判断できる場所でした。 

         その他申請された案件については、全て異議なしとされた

ところです。 

         以上でありますが、各地区における十分な審査をお願いし

まして、事前審査会の報告とさせていただきます。 

         以上です。 

 

木村議長     ご苦労さまでした。 

         それでは、ただいまから地区審査に入ります。審査時間に

ついては３０分程度としまして、９時４５分までとします。

それでは、地区審査の間、暫時休憩とします。 
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 休憩 午前   ９時１７分 

 

 再開 午前   ９時５０分 

 

木村議長     それでは、休憩を閉じまして議事を再開します。 

         初めに、議第４１号「農地法第３条の規定による許可処分

について」、地区担当委員より議案の朗読と現地調査の結果、

地区審査結果の報告をお願いします。 

         高松・醍醐地区、猪倉委員、お願いします。猪倉委員。 

 

片桐委員     はい、議長。１３番、猪倉です。 

 

         （議案書順位４２番朗読） 

 

         これにつきまして、去る９月１３日、相原委員、川越推進

委員、影沢委員と４人で現地を見てまいりました。これにつ

きまして、平成１７年から平成２６年まで基盤強化法で賃借

権契約を結んでいた。平成２６年以降も契約切れ時期に気づ

かず耕作していたが、今年度、コロナ関連の県への交付金を

申請するために確認したところ、契約切れに気づいたため、

今回、再契約するための申請であります。これにつきまして、

先ほど申しましたけれども、４名で現地を見てまいりました。

本人は、○○○○○さんがこれを契約更新で耕作してくれれ

ばありがたいということで、地区審査でも異議はございませ

んでした。 

         なお、これ以下の躑躅山につきましては、我々地区担当の

農業委員が現地の確認をその都度やるとか、指導とか、そう

いうものを含めて見守っていきたいと思います。 

         以上です。 
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         （議案書順位４３番朗読） 

 

         これにつきまして、私と影沢委員と鬼海推進委員で、３人

で見てまいりました。この場所は、国道２８７号線と三泉線

との信号がある十字路のちょうど三角形のところにあります。

○○○○○さんからは徒歩１分ということであります。これ

につきまして、○○○○○さんは高齢でありますので、これ

でいいのですかと３人で確認してまいりました。ところが、

○○○○○さんの娘と孫さんが間もなく千葉からこちらに移

り住むということで、それでは後継者ができるということで、

３人とも、地区審査でも異議はございませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、農地法に基づく許可要件について事務局から説明

をお願いするわけでありますけれども、私が言いたいのは、

４２番の件で躑躅山の３筆ありますけれども、これは５反歩

ちょっとありますよね。ここは、私、毎日道路通っていくん

ですけれども、もう十何年前から耕作放棄地状態でありまし

て、これで契約しても、今、地区の農業委員が詳しく監視す

るということでありますけれども、今までどうして監視しな

かったのかということに私は一つの疑念があります。その樹

園地はもう十何年もそういう状態でありまして、それを、今

もう再生は不能と私は見ております。そんな状態でこの契約

をしてもいかがなものかと思いますけれども、ここはあくま

でも高松地区で耕作放棄地には上げていなかったのかという

ことも私から聞きたいと思いますけれども、どうでしょうか。

相原委員。 

 

相原委員     はい、議長。１４番相原です。 
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         耕作放棄地に上ってはいなかったのかと思います。確かに、

特に一番目立つ１か所は、加温ハウスがもう長年放置されて、

くずがびっしりはっていまして、すごい状態になっているの

は昔からみんな見ているわけなんですけれども、なかなか当

人は一生懸命なんですけれども、拡大する規模に労力が追い

ついていかなくなってしまった状態でこういうことなんだろ

うと思います。今回、この一番上の上谷沢の件が本人自宅の

目の前で、３反歩の田んぼに加温ハウスを４棟建てて、そこ

は一生懸命管理しているんですけれども、同じ持ち主の山手

のほうのものも一括して借りている部分について、どうして

も、昔は一生懸命サクランボを作っていたんだけれども、だ

んだんだんだん後期高齢になって手が回らなくなっていると

いうことで、今回新たにそこも含めて契約のし直し、更新と

いうことなので、非常に突っ込まれるところではあるんです

けれども、本人とも今後詳しく話をして、もう少し見栄えよ

くしておくようにお願いしたいとは思っております。今のと

ころまずこれぐらいしか申し上げられないところが苦しいと

ころでありますが、以上です。 

 

木村議長     分かりました。ここの現場は見たことある人いますか、ほ

かの農業委員で。あるよね。場所は、上野大橋あるでしょう。

あそこへ行って大江町に真っすぐ抜けていって、高速道路の

上が交差しますよね。そこのカーブになっているところのち

ょうど右手の上なんです。こっちから行くと行くとでちょっ

と分かりにくいかもしれないけれども、大江町のほうから行

くとはっきり分かるんだよね。私、さっきも言ったけれども、

ナスの出荷にいったり、今は毎日孫を学校に送り迎えしてい

るから毎日通っていくから、さっきも言ったけれども、何で

ここは高松地区で耕作放棄地に上げなかったのかなとは、ず

っとこういう農業委員という立場で思っていましたんですけ
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れども、そういったことでこの関係が上がってきて、先ほど

の課長の説明で給付金、補助金を申請できるということもあ

りましたので、ちょっとこのような状態でいいのかと思って

疑念が生じたところでありましたので、一応。でも、こうい

う場所というのは、そこに限らずいろんな農地パトロールを

して各地区で分かったと思いますけれども、そういうところ

はやっぱりいち早く農業委員として何とか手を打たなくては

ならないのではないかと思いますで、ひとつその辺のところ

も頭の中に入れておいて、強くお含みおいていただきたいと

思います。 

         また、ちょっと話は違うんですけれども、９月１０日だっ

け、渡辺君。（「はい」の声あり）南部地区で耕作放棄地の再

生をするということで、南部地区でやるということで、線路

端で、隣が前の○○○○していた○○君が作っている田んぼ

で、そこもヨシとか荒れ放題で、そこも現場を見て、再生す

るフレールモアという機械も私のところで持っているもので

すから、渡辺委員からそこを何とかお願いできないかという

ことで話が来ましたので、現場を見てきて、今の状態ではあ

れだから、もうちょっと枯れかかってからのほうがいいので

ないかということで、１１月あたりにやろうかと話をしてい

るところでありまして、そういったところもみんな農業委員

が情報を共有していただいてやるのが、農業委員としての役

割かと思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。 

         ちょっと脇にそれましたけれども、それでは議事に戻りま

して、農地法に基づく許可要件について、事務局から説明を

お願いします。 

 

事務局(局長補佐(兼)農地係長) はい、議長。 

         では、事務局から説明いたします。 
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         順位４２番の案件につきましては、先ほどありましたよう

に、補助金の申請のためということもありますが、会長から

ありましたことをお含みいただきまして、農地法第３条調査

書に基づきます調査の結果、農地法第３条第２項には該当し

ないと確認しておりまして、許可要件の全てを満たすと考え

ております。 

         また、順位４３番につきましても、同じく農地法第３条調

査書に基づきます調査の結果、農地法第３条第２項には該当

しないということを確認いたしております。このことから、

許可要件を全て満たすと考えております。 

         以上であります。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。当然、私のさっきの意見も含めてでありますけれども、

何かございませんか。現場を見たことがある人。眞木委員。 

 

眞木委員     はい、議長。５番眞木です。 

         このたび高収益作物の補助金関係でこれを更新したいとい

うことでしたけれども、今、耕作放棄地となっているような

樹園地も含まれてしまうんでしょうか。そこを除いての面積

なんでしょうか。 

 

木村議長     事務局。 

 

事務局（事務局長） はい、議長。 

         高収益作物次期作支援交付金の概要について、もう少し説

明させていただきます。 

         この事業につきましては、まず一つの要件が、令和２年２
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月から４月までの間に出荷したということがまず入り口要件

です。その後、補助金は作物ごとに単価が決まっていまして、

１反歩あたり幾らという形で支払われるんですが、その支払

いを受けるに当たってもう一つ、次期作に向けた取組を実施

することということで、取組が幾つかありまして、その中の

２つ以上実施するというのがまず次の要件となっています。

それで、対象となる面積はどうかというと、その次期作に向

けた取組を実施した面積、実施する面積が対象になります。

つまり、放棄地において次期作に向けたいろんな手を加える

とは考えづらいということから、今後も耕作していく意欲の

あるところが交付金の交付対象になるということになります

ので、放棄地は基本的には交付対象としてそもそも申請人も

上げてこないと認識しております。 

 

木村議長     いいですか。ということは、今、耕作放棄地では上がって

いないんだからいいという説明ですよね。 

 

事務局（事務局長） いや、そもそも取組をその方がやらないと補助金の対象にな

らないので、今回、耕作放棄地としてうちとして正式に認識

しているか、していないかというよりは、そこの耕作放棄地

に対して申請する方が次期作に向けて手を加えるのか、加え

ないのかというのも補助金の対象になるということで、そう

いう面を考えると、今回、必ず契約しないと補助金が下りな

いのかというと、別に契約しなくても、そもそもちゃんと作

っているところを対象に補助金が下りるという形です。 

 

木村議長     分かりました。 

         ということで、相原委員、ぜひそういったことを指導して、

この○○さんにひとつご指導をよろしくお願いしたいと思い

ます。 
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相原委員     はい。 

 

木村議長     よろしいですか。ほかにございませんか。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長    なければ、採決します。 

         議第４１号「農地法第３条の規定による許可処分につい

て」、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第４１号は原案のとおり決定いたし

ました。 

 

木村議長     次に、議第４２号「農地法第５条第１項の規定による許可

申請書の審議について」、地区担当委員より議案の朗読と現地

調査の結果、地区審査結果の報告をお願いします。 

         初めに、寒河江・南部地区、山田委員、お願いします。山

田委員。 

 

片桐委員     はい、議長。１６番、山田です。 

         お手元の資料の８ページをお開き願いたいと思います。 

 

         （議案書順位３３番） 

 

         なお、現地につきましては、グンゼの東側に位置しており

ます。隣が通勤職員の駐車場の近くという物件でありますけ
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れども、これにつきましては先ほど菅井代理よりありました

とおり、９月１８日に事前審査会で現地の確認をさせていた

だいています。なお、本日の地区審査でも問題はないという

ことでありますので、ご報告させていただきます。よろしく

お願いします。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、高松・醍醐地区、猪倉委員、お願いします。猪倉

委員。 

 

猪倉委員     はい、議長。１３番猪倉です。 

 

木村議長     ごめんなさい、山田委員。 

 

山田委員     はい、議長。１６番山田です。 

         ９ページをお開き願いたいと思います。 

 

         （議案書順位３５番） 

 

         なお、９月１４日でありますけれども、片桐委員と小野推

進委員とともに現地の確認をしてまいりました。貸人、借人

は親子関係で、父親の畑の一部を息子さんが借りて家を建て

るということであります。現地については、東新山公民館道

路向かいの西側に位置してございます。周囲は全て宅地とい

うことでありますので、申請のとおりであれば何ら問題はな

いということで確認してまいりました。また、地区の審査会

でも異議はございませんでした。 

 

         （議案書順位３６番） 
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         なお、この件につきましても、片桐委員、小野推進委員と

現地の確認をしてまいりました。現地については、主要地方

道寒河江西川線より元町住宅街西側にありまして、元町地区

内の八幡原第２公園のちょうど道路向かいにある農地であり

ます。周辺は既に宅地、建物等が建ち並んでおりますので、

この件についても何ら問題ないということで確認してまいり

ました。なお、地区審査でも異議はございませんでした。 

         以上であります。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         それでは、改めて高松・醍醐地区、猪倉委員。 

 

山田委員     はい、議長。１３番猪倉です。 

 

         （議案書順位３１番） 

 

         これの現地を確認してまいりました。９月１３日、影沢委

員、私と相原委員、あと川越推進委員と４人で現地を見てま

いりました。これは、場所は国道１１２号線と２８７号線陸

橋の手前というか、寒河江チェリーランドの大体２００メー

ター寄り、国道脇の土地であります。大泉興業さんはもとも

と駐車場とか事務所とか持っておりましたが、このコロナ騒

ぎでどうも社員がゆっくり休めないという理由で、近くの○

○○○さんの土地を求めたいということであります。サクラ

ンボが１本、ハウスがちょっとある場所であります。この場

所は、改良区の意見にもありますように、建物が建ってもほ

かにも迷惑がかからないということで見てまいりました。 

 

         （議案書順位３２番） 
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         これにつきましても、先ほど申しました４人で一緒に確認

しました。面積が４．５平米とわずかな面積なんですが、こ

れは○○○○さんの畑、農地になります。これを○○○○○

さんが自宅への通路として求めたいということでありました

ので、○○○○さんの土地が４．５平米というわずかな面積

が減るだけで、○○さんも納得しておりますので、これも問

題なかろうと見てまいりました。地区審査でも異議はござい

ませんでした。 

 

         （議案書順位３４番） 

 

         これも、先ほど申し上げましたように４人で見てまいりま

した。この場所は谷沢の旧道で、バイパスではなくて、もう

端のほうでございました。上野近くの上谷沢というところで

ございました。旧道近くに○○○さんの自動車工場というか

倉庫がありまして、その敷地がＬ字になっているんです。Ｌ

字の中に○○○○さんの１３４平米という土地がありまして、

これを今回、今までは借りて駐車場に使っておりましたけれ

ども、これからは所有するということで、わずかな面積であ

りますが、もともともう駐車場用敷地になっていて、農地と

しては再生するには無理ではないかということで、そのまま

使ってくれるということで、周りにも影響はないということ

で、道路の脇であります。道路と農道があって、○○○さん

の屋敷がある。これを下がっていって道路側であります。こ

れなら周りに何ら影響はないということで、地区審査でも異

議はございませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から説
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明をお願いします。事務局。 

 

事務局(局長補佐(兼)農地係長) はい、議長。 

         それでは、事務局からご説明いたします。 

         順位３１番は、駐車場及び倉庫用敷地への転用申請になっ

ております。申請地は農用地区域外の農地でありまして、第

１種農地及び第３種農地のいずれにも該当しない小集団の生

産性の低い農地でありまして、第２種農地と判断いたしまし

た。第２種農地は原則不許可ですが、代替性もなく問題ない

ものと考えております。 

         順位３２番は、通路への転用申請になっております。申請

地はＪＲ左沢線高松駅からほど近く、転用の許可基準に定め

る距離の範囲内に位置する農地でありますことから、第３種

農地と判断しております。第３種農地は原則許可ですので、

農地区分と転用の目的は問題ないものと考えております。 

         順位３３番は、宅地分譲用敷地総数８区画への転用申請に

なっております。都市計画区域内にある用途地域にある農地

でありまして、第３種農地と判断いたしております。第３種

農地は原則許可ですので、農地区分と転用目的は問題ないと

考えます。 

         順位３４番は、駐車場への転用申請となっております。申

請地は農用地区域内の農地にありまして、第１種農地及び第

３種農地のいずれの要件にも該当しない小集団の生産性の低

い農地でありまして、第２種農地と判断いたしました。第２

種農地は原則不許可でありますが、代替性もなく、問題はな

いものと判断しております。 

         順位３５番は、個人の住宅用宅地への転用申請となってお

ります。申請地は都市計画区域内の用途地域にある農地であ

りまして、第３種農地と判断いたしております。第３種農地

は原則許可でありますので、農地区分と転用目的は問題ない
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ものと考えております。 

         順位３６番は、建て売り住宅用敷地への転用申請になって

おります。申請地は先ほどと同じく都市計画区域内にある用

途地域にある農地でありまして、第３種農地と判断いたしま

す。第３種農地は原則許可でありますので、農地区分と転用

目的は問題ないものと考えております。 

         また、農地転用許可一般基準調査書に基づきます調査の結

果、不適な事項はなく、問題はないものと考えております。 

         以上であります。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第４２号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書

の審議について」、原案のとおり決定することに賛成の方の挙

手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第４２号は原案のとおり許可相当と

して県知事に意見を送付いたします。 

 

木村議長     次に、議第４３号「農用地利用集積計画書の審議について」、

地区担当委員より議案の朗読と現地調査の結果、地区審査結

果の報告をお願いします。 
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         初めに、西根・三泉地区、鈴木委員、お願いします。鈴木

委員。 

 

鈴木委員     はい、議長。１番、鈴木です。 

 

         （議案書朗読） 

 

         続いて、１３ページをご覧ください。 

         ９月集計表で、西根３筆です。 

         以上です。 

 

木村議長     これは読まないの、細かいところ。 

 

鈴木委員     これも読むんですか。 

 

木村議長     数字も。 

 

鈴木委員     ３筆、畑０．０７、樹園地０．０７、計０．１４ヘクタール

です。あと、地区審査では問題ありませんでした。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、柴橋地区、後藤委員、お願いします。後藤委員。 

 

後藤委員     はい、議長。１０番、後藤です。 

         １１ページをお願いします。 

 

         （議案書朗読） 

 

         続いて、１３ページ目、お願いしたいと思います。集計表

です。 
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         ５番目の柴橋地区ですけれども、筆数につきましては１筆

です。面積は、田んぼで０．１ヘクタール。全て利用権設定

等促進事業になります。地区の審査につきましては、〇〇さ

んは認定農業者でありますので異議はありませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、高松・醍醐地区、猪倉委員、お願いします。猪倉

委員。 

 

猪倉委員     はい、議長。１３番、猪倉です。 

 

         （議案書朗読） 

 

         続きまして、集計表をご覧ください。１３ぺージです。 

         地区名、高松、筆数４筆、面積計０．３９ヘクタール、畑

０．３９ヘクタールであります。譲受人は中核農家認定農業

者であり、地区審査では異議もございませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、農業経営基盤強化促進法に定められた各要件につ

いて、事務局から説明をお願いします。事務局。 

 

事務局(局長補佐(兼)農地係長) はい、議長。 

         それでは、事務局から説明いたします。 

         農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件に照らし

合わせまして、これらの案件は全て各要件を満たしておるも

のと考えます。 

         以上であります。 
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木村議長     ありがとうございました。 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     意見がございませんですので、採決します。 

         議第４３号「農用地利用集積計画書の審議について」、原

案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第４３号は原案のとおり決定いたし

ました。 

 

木村議長     次に、議第４４号「非農地証明願の審議について」、地区担

当委員より議案の朗読と現地調査の結果、地区審査結果の報

告をお願いします。 

         寒河江・南部地区、山田委員、お願いします。山田委員。 

 

山田委員     はい、議長。１６番、山田です。 

         資料につきましては、１５ページであります。 

 

         （議案書順位８番、９番朗読） 

 

         ９月１８日の事前審査会で現地の確認をさせていただき、

本日の地区審査会でも異議はございませんでした。 

         以上です。 
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木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から説

明をお願いします。事務局。 

 

事務局(局長補佐(兼)農地係長) はい、議長。 

         事務局からご説明申し上げます。 

         非農地証明につきましては、特にございません。 

         以上であります。 

 

木村議長     これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員、事務

局からの説明について発言のある方は挙手をお願いします。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、それでは採決します。 

         議第４４号「非農地証明願の審議について」、原案のとおり

決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第４４号は原案のとおり決定いたし

ました。 

 

木村議長     次に、議第４５号「寒河江市農業委員会「農地等の利用の

最適化の推進に関する指針」の見直し案について」、事務局か

ら説明をお願いします。事務局。 

 

事務局（事務局長） はい、議長。 

         説明いたします。１７ページをお開きください。 
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         この指針というものが、寒河江市におきましては平成２８

年４月１日に施行された農業委員会等に関する法律の改正を

踏まえまして、今後進めていく活動の指針といたしまして、

平成３０年２月２６日に策定したものの見直しをするという

ものでございます。 

         従来、もともとの計画には令和５年３月までを目標年とし

て設定しておりまして、なおかつ農業委員の改選期である３

年ごとに見直しを行うということに位置づけておりましたの

で、今回の改選を機に見直しを図り、決定したいというもの

でございます。 

         中身につきましては、事前に配付させていただいて確認い

ただいているかと思いますが、主なものとしましては、遊休

農地の面積、農地の集積・集約の目標面積につきまして、現

状を踏まえて数値の見直しを図ったものでございます。もと

もとの目標値はかなり高いところを目指しておりましたが、

この３年間、実際に取り組んでいただいた中で、現実的にこ

の数字を進めるには現場として追いつけるような数字ではな

いというところも踏まえまして、下方修正させていただいて

おります。 

         また、今回、皆様からご意見を集めさせていただいて、そ

の結果、修正した箇所については、１９ページをご覧いただ

きまして、１９ページは前のページから遊休農地の発生防

止・解消の具体的な推進方法ということで書かせていただい

ている中の④、⑤を追加しております。いただいたご意見の

中に、地域にしっかり情報を共有しながら地域にそういう意

識を持ってもらう必要があるという旨のご意見をいただいて

おりますので、その旨を追加したということと、必ずしも今

後農地を維持していく上では担い手がなければ現実的に困難

であるというご意見をいただいておりますので、家族農業も

含めた経営形態の在り方を市の行政部局とともに検討すると
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いう旨を追記しております。 

         その他につきまして大きく変更しているところはございま

せん。ですので、このような内容を追記して、農業委員会の

これからの３年間、令和５年３月までの取組として進めてい

きたいと考えておりますし、このようなことを進めていくに

当たって実際に課題となる部分については、市農林課の施策

として実現してもらう、そして、農林課として農業を発展さ

せるための活動として動いてもらうということも、一緒に連

携を図っていきたいと考えております。 

         なお、参考までですけれども、現在、寒河江市の総合計画

である第６次寒河江市振興計画について見直しの作業が進め

られておりますが、今回、ここで設定している遊休農地の解

消目標及び担い手への農地利用集積目標につきましては、今

回、見直しを進めている第６次寒河江市振興計画におきまし

ても同じ数字を掲載することで、今、審議をかけております。

ですので、農業委員会、市ともに同じ目標に向かって活動を

進めていくという方向で、今、調整を進めておりますので、

皆様におかれまして今回ご審議いただきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         それでは、これより質疑に入ります。ただいまの事務局か

らの説明について発言のある方は挙手をお願いします。何か

ございませんか。ありません。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第４５号「寒河江市農業委員会「農地等の利用の最適化

の推進に関する指針」の見直し案について」、原案のとおり決
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定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第４５号は原案のとおり決定いたし

ました。 

 

木村議長     これで、本日上程された議案については全て議決されまし

た。 

         以上をもちまして、本日の総会を終了します。 

         ご苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時４１分 
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     令和２年９月２５日 

 

 

第１０回総会  議  長 木村 三紀       

 

議事録署名委員  ８番委員 大泉 孝彦       

 

議事録署名委員 １２番委員 菊地ひとみ       


