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南砺市農業委員会第 10 回総会会議録

1.招集日時  平成 30 年    3 月  28 日

2.開会時刻  平成 30 年     4 月  26 日 午前 10 時 00 分

3.閉会時刻  平成 30 年   4 月  26 日 午前 11 時 10 分

4.場  所  城端庁舎 ３階 視聴覚室

5.委員定数  20 名

6.出席委員  17 名  

番号 氏名 出欠 番号 氏名 出欠

1 織田 直信 出 11 堀  文夫 出

2 鍋島 守 出 12 藤永 隆夫 出

3 中村 三郎 出 13 山本 弘 出

4 片山 昌作 欠 14 山土 修一 出

5 當田 衛 出 15 齊藤 十明 出

6 杉森 桂子 欠 16 上田 憲仁 出

7 林  正一 出 17 澁谷 均 出

8 中川 寿 出 18 松平 勝 出

9 荒木 健二 欠 19 瀧 由記男 出

10 北島 文子 出 20 前川 十一 出

7.議事日程

第 1 議事録署名委員の指名

第 2 議案第 41 号 農地法第 3 条の規定による許可申請承認につい

て

議案第 42 号 農地法第 4 条第 1 項の規定による許可申請承認

について

議案第 43号 農地法第 5条第 1項の規定による許可申請承認に

ついて

議案第 44号 農地法第 3条第 1項目的の買受適格者証明願いに

ついて
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議案第 45 号 農用地利用集積計画（案）について

第 3 報告事項

報告第 18 号 農地法第 18 条第 6 項の賃貸借の規定による

通知書について

8.事務局職員

   事務局長 芝井 広、主幹 野原 健史、副主幹 山田由紀子

9.会議の概要

事務局長

会長 

議長 

事務局 

定刻となりましたので、只今から、第 10回南砺市農業委員

会 5 月の総会を開催いたします。本日の欠席委員は 3 名で 20

名中、出席委員 17 名は、農業委員会等に関する法律第 21 条

第 3 項に規定する定数に達しており、総会が成立することを

ここにお知らせします。会議に先立ちまして、前川会長より

挨拶方お願いします。 

いい天候でございますが、農繁期真っ盛りでなにかとお忙

しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。

通常５月の委員会は当初に開催するわけでございますが、連

休に入りますので４月に前倒しとなり、本日開催させていた

だきました。ありがとうございます。昨日ですが、３カ月崎

の長期予報が発表されましたが、その中で気になるのが、梅

雨の時期が短い夏日が続くような感じでございます。農作業

を行うことにあたっては、あまり暑すぎるのもどうかと思っ

ているところですが、平穏に過ぎていくことを願っていると

ころであります。それでは、これより、慎重審議での委員会

をお願いしたいところでございます。 

只今より会議に入らせていただきます。 

会に先立ちまして、議事録署名人をご指名させていただき

ます。本日の署名委員は 1番の委員、2番の委員の 2名の方よ

ろしくお願いいたします。それでは委員会に入ります。 

議案第 41 号農地法第 3条の規定による許可申請承認につい

て事務局より議案の朗読と説明を求めます。 

＝議案第 41 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 
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事務局 今回は 6件の申請がありました。面積は 田 19,368.00 ㎡

畑 2,088.00 ㎡です。 

受付番号 1番です。 

受付番号 1 番につきまして、譲り渡し人は、申請地 田を

耕作しておりますが最近、身体の調子が悪くなってきて、今

後のことを考えると不安になってきて、やむなく地域の方に

相談をいたしました。今回、申請地周辺で居住し、農地を所

有、耕作している方に、申請地を有効活用し、農業経営拡大

に意欲のあるとのことで譲り渡すものです。 

受付番号 2番です。 

受付番号 2 番の譲り渡し人は、南砺市の申請地の田を耕作

しておりますが、最近、身体の不調を感じ思わしくないため、

今後、その農地の維持、管理、耕作等のことを考えると困難

だと考えるようになりました。そこで、周辺農地を管理して

いる方に相談したところ、申請地周辺に農地を所有で、しか

も樹園地までと幅広く、農業経験豊富な両親とともに農業を

従事しているだけに、安心して譲り渡すことができるとして

申請したものです。 

続いて受付番号 3番です。 

受付番号 3 番の譲り渡し人は、申請地を耕作しております

が、高齢になったことで最近農業をするうえで、効率的な農

業経営ができないか否か考えておりました。そのような中、

今回、譲り受け人であります県外在住の方が、農繁期になる

と実家へいき農業を営んでいる状況下ですが、居住地が離れ

ているだけに耕作するのは、実家より少しでも近隣であるこ

とは望ましいと考えていたということで、農地の交換を働き

かけたところ同意されましたので申請に至りました。 

次に受付番号 4番です。 

先程からの受付番号 3 番での説明にもありましたように、

農地の交換ということで案件があがっております。譲り渡し

人の方は現在、農繁期には実家へ帰り耕作しておりますが、

少しでも近隣農地で作業をということでもあり、今回の申請

地が適していることで同意されたものです。 

続いて受付番号 5番です。 

譲り渡し人は、現在、県外に居住し、申請地 21 筆を維持、

管耕作等しておりますが、毎年、農繁期になると今のように

離れた場所で居住していることで、農地の管理面が困難にな
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

っていくのではないかと不安に思っておりました。このこと

を申請地周辺の農家の方に相談したところ、譲受け人の方が、

農地の維持、管理も含め耕作も引き受けていただけることに

なりましたので申請に至ったものです。 

次に受付番号 6番です。 

譲り渡し人は申請地 15筆を耕作しておりますが、自営業を

しているだけに、農業との両立がかなり困難だといつも思っ

ておりました。最近、今後の農業について息子と話しする機

会があり、実務においても理解を得られる状況となりました。

息子自身、幼き頃から手伝いをしてきたため、農業について

の認識は身についているため、見様見真似でもできると思っ

ております。今回、父の計らいにより、今後、平日は、母の

手助けも得られながら、週末の休日などに集中して作業する

ような取り組み方をはじめていきたいと思っております。こ

のことを機会に譲り渡し人から譲受け人の息子へ贈与するも

ので申請したものです。 

いずれの案件も農地法第 3条第 2項各号に該当しないため、

許可要件を満たしているものと考えます。 

以上の案件につきまして、何かご意見、ご質問等ありまし

たらお願いいたします。 

（異議なし） 

ご異議がないようですので採決をとります。議案第 41 号農

地法第 3 条の規定による許可申請に対し意見決定について賛

成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

全員挙手により、本件は原案どおり承認されたものといた

します。続きまして、次の議題へ進みます。 

続きまして、議案第 42号農地法第 4条第 1項の規定による

許可申請承認について事務局より議案の朗読と説明を求めま

す。 

＝第 42 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 
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事務局 

事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

今回は 1件の申請がありました。面積は 田のみ 1,311.00

㎡です。 

共同住宅敷地  1 件  田 1 筆  1,311.00 ㎡

    計          1 筆  1,311.00 ㎡ 

受付番号 1番です。 

申請人は、共有農地 2 筆を共同住宅敷地として転用するも

のです。この申請地は、商業施設に近く、城端線、主要地方

道金沢湯涌福光線のそばにあり、交通の便が良好であり、共

同住宅敷地に適した場所であります。共同住宅としては、1棟、

10 世帯分で、駐車場 18 台分を計画しており、車だけでなく、

徒歩での活動も不自由することなく、環境の整備もなされて

いることと思い申請するものです。 

農地区分は市街化傾向区域の都市計画法の用途地域（第１

種中高層住居）ということで３種農地と判断され、原則許可

となります。 

以上の案件につきまして、何かご意見、ご質問等ありまし

たらお願いいたします。 

（異議なし） 

ご異議がないようですので採決をとります。議案第 42 号農

地法第 4 条第 1 項の規定による許可申請承認について、賛成

の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

全員挙手により、本件は原案どおり承認されたものといた

します。続きまして、次の議題へ進みます。 

続きまして議案第 43号農地法第 5条第 1項の規定による許

可申請承認について事務局より議案の朗読と説明を求めま

す。 

＝議案第 43 号について議案書をもとに朗読・説明＝ 
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事務局 

事務局 

議長 

今回は、2 件の申請がありました。面積は田のみ 769.00 ㎡

です。 

農家住宅敷地  2 件  田  2 筆      769.00 ㎡ 

     計   2 件  田   2 筆       769.00 ㎡ 

受付番号１番です。 

申請人は、譲り渡し人の申請地を農家住宅敷地にするため

転用するものです。申請人は、現在、父親所有の住宅に家族

９人と生活しております。この建物は、昭和の時代に建てた

住宅で古くなり、子供部屋も無い状態なため、この住宅を増

改築しようとしたところ、既存住宅敷地は、土砂災害特別警

戒区域内となっているため、改築、または建て替えが不可能

な状況であります。また、規制範囲からはずれる部分もあり、

土留め擁壁等に莫大な工事費がかかること。つい最近も、豪

雨による土砂災害の報道を聞き及ぶにあたり、既存敷地での

建築を断念することとし、既存地以外に唯一、宅地として父

が所有している土地を申請するものです。 

農地区分は、10ha 以上の広がりをもつ農地ということで 1

種農地と判断され、転用許可基準として集落接続に該当する

と考えられます。 

受付番号 2番です。 

こちらの案件は、受付番号 1番と関連しており、申請人は、

譲り渡し人の申請地 1 番と 2 番を併せて農家住宅敷地に転用

するものです。転用面積の妥当性として住宅１棟延面積

195,89 ㎡ 敷地、自家用車 4台駐車場敷地、来客用駐車敷地、

庭の住宅敷地として 470.98 ㎡ 農機具格納庫、農作業敷地

として 379.15 ㎡の併せて 850.13 ㎡が必要になり、農家住宅

敷地としての基準面積が 1,000 ㎡以下までの範囲であること

から要件を満たしております。また、既存住宅につきまして

は、売却予定とお聞きしております。 

農地区分は 1 種農地と判断され、転用許可基準の集落接続

と考えられます。 

ありがとうございました。 

この件に関して何か質問はございませんか。 
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議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

議長 

（意義なし） 

それではこのまま採決をとります。 

議案第 43 号農地法第 5条第 1項の意見決定について賛成の

方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

全員挙手により、本件は原案どおり承認されたものといた

します。

ありがとうございました。続きまして、次の議題へ進みま

す。 

議案番号第 44 号農地法第 3条第 1項目的の買受け適格者証

明願いについて議題とします。事務局より議案の朗読と説明

を求めます。

＝議案第 44 号について議案書をもとに内容説明＝

議案番号第 44 号農地法第 3条第 1項目的の買受け適格者証

明願いについてです。

今回は、1件の申請がありました。面積は田のみ 1,858 ㎡で

す。願出者は、買受けしようとする願い出地が、農業経営規

模拡大のため、取得する予定で競売に参加しようとするもの

です。

入札期間としましては、H30.3.22 から H30.5.2 までとなっ

ており、今回、農業委員会が発行する買受け適格者証明が、

競売時において必要なものとなることから、証明願が提出さ

れたものであります。 

ありがとうございました。

これは、農地が競売に出たものを入札したいということで

入札の適格証明を農業委員会に申請されたものでございます

ので、この件につきまして何かご意見ご質問はございません

でしょうか。

（異議なし）
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議長 

議長 

議長 

事務局 

ご異議がないようですので賛成の方は、挙手をお願いいた

します。

（全員挙手）

全員挙手により、本件は原案どおり承認されたものといたし

ます。よって、議案第 44号農地法第 3条第 1項目的の買受け

適格者証明願いについての許可をいたします。

続きまして議案第 45号農用地利用集積計画（案）の決定に

ついて議題とします。事務局より議案の朗読と説明をもとめ

ます。 

＝議案第 45 号について議案書をもとに内容説明＝ 

今回は設定が 97 件、178 筆の申請がありました。

面積は、田  298,236.00 ㎡  畑  7,039.30 ㎡  計

305,275.30 ㎡です。

いずれの案件も農業経営基盤強化法第 18 条第 3項及び農地

中間管理機構の推進に関する法律、第 18条第 4項の要件を満

たしているものと考えられます。 

農地流動化面積 新規設定 87 筆 面積 19.45ha 再設定

25 筆 4.82ha 合計 112 筆 324.27ha 新規転貸 13 筆

0.41ha 再転貸 53 筆 5.86ha 合計は 66 筆 6.26ha。後

ほど解約の報告があると思いますが、第 18 条第 6 項の解約

66筆 6.26haで差し引き合計 178筆 面積が 30.53ha で

ございます。先月の農地流動化状況として 3,784.59ha で、流

動率におきましては先月と比較しましては、0.12%の増で

49.24%でございます。次に区域別流動化面積詳細ですが、城

端地区で再設定が、15 筆 28,671 ㎡ 井波地区 新規設定 50

筆 110,627 ㎡ 再設定 1 筆 1,958 ㎡ 井口地区 再設定

2 筆 4,135 ㎡ 福野地区 8 筆 23,995 ㎡ 再設定 2 筆

5,261 ㎡ 転貸 14 筆 21,412 ㎡ 福光地区 29 筆 59,875

㎡ 再設定 5 筆 8,134 ㎡ 転貸 52 筆 41,207 ㎡ 新規

設定合計 87 筆 194,497 ㎡ 再設定 25 筆 合計 48,159

㎡ 合計 242,656㎡で 転貸66筆 62,619㎡ 合計 62,619

㎡で 合計 305,275 ㎡となっております。 
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

今回の申請の主な利用権設定を受ける者として、公益遮断

法人富山県農林水産公社で 57筆 13.4ha 農事組合法人 天

池で 41 筆 6.9ha 福光農業協同組合 52 筆 4.1ha で以下、

順番に掲載してございます。 

ありがとうございました。 

以上の案件につきまして、何かご意見ご質問等ございませ

んでしょうか。 

（異議なし） 

ご異議がないようですので採決をとります。議案第 45 号農

用地利用計画（案）の決定に対し、意見決定について賛成の

方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員挙手により、本件は原案どおり承認されたものといた

します。次の議題へ進みます。 

続いて報告事項に入ります。 

報告第 18 号 農地法第 18 条第 6 項の賃貸借の規定による

通知書について議題とします。 

事務局より説明を求めます。 

＝報告第 18 号についての議案書をもとに既読・説明＝ 

報告の第 18 号です。 

農地法第 18 条第 6項の賃貸借の規定による通知書について

です。 

今回は27件の届出がありました。面積は、田 95,009㎡ 畑

8,410.3 ㎡ 計 103,419.3 ㎡です。 

受付番号 1 番につきましては、別の方と利用権設定するも

のです。 

受付番号 2 番及び 3 番につきましては、今後は、営農組合

と利用権設定するものです。 

受付番号 4 番につきましては、今後は自作の予定でありま
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事務局 

議長 

議長 

議長 

議長 

事務局 

事務局長

す。 

受付番号 5番から 11番につきましてはファーム八乙女と利

用権設定する予定です。 

受付番号 12 番から 21 番につきましては、別の方と利用権

設定するものです。 

受付番号 22 番及び 23 番につきましては、議案番号第 41 号

受付番号 6番に関係するものです。 

受付番号 24 番から受付番号 27 番につきましては、今後は、

別の方と利用権設定するものです。 

ありがとうございました。 

以上の報告案件につきまして、何かご意見、ご質問等あり

ましたらお願いいたします。 

ないようですので、報告事項はこれで終わります。続いて

その他にうつります。 

その他について事務局からお願いいたします。 

 ＝その他について説明（南砺市当初予算の概要より） 

 農地利用最適化推進委員の件でお知らせいたします。 

平地域から選出されておりました委員さんが、都合により 3

月末をもって退職願いを提出されました。市の条例によりま

して 4月 4日から 5月 1日まで募集を実施いたしております。

これにより、次回の総会時におきまして、皆様方にご報告で

きるものと思っております。 

 平成 30 年度市の農業事業主要予算について、簡単に説明さ

せていただきたいと思っております。 

 市の全体の予算につきましては、前回の委員会時に説明さ

せていただき、農業部門の関しましては省略させていただき

ましたので、今回、改めまして説明するものであります。 

 まず 1 番として農業経営基盤の強化ということで主に、経

済対策、経営対策ということになります。①としまして、農

地の集積、集約化対策ということで、先程からの説明にもあ

りました利用権設定の関係、特に予算化しておりますのは農
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事務局長 地中間管理機構へ預けると協力金という形の補助金が出され

るわけございます。その協力金の中身につきましては、省略

させていただきますが、予算として 14,000 千円を計上してお

ります。詳細な内容につきましては、認定農業者等の方が対

象となっており、また、新たに利用権設定すると対象となり

ますので、詳細につきましては、農業委員会、農林課の方で

相談いただきたいと存じます。②につきましては、集落営農、

担い手の育成ということで、いくつか挙げております。最初

は、経営体育成支援事業ということで、これは国の事業で農

業機械であるとか農業施設の支援ということで、当初の予算

では 2 経営体 3,300 千円ほど、事業費としては、10,000 千円

になります。市の補助金としてこれに充当することになりま

す。あと、資料には記載してございませんが、4月早々になっ

て、国から追加予算ということになり、市としては、6月の議

会で追加予算の提案をしたいと思っておりますが、補助金額

は、市の支出額が 14,000 千円となり経営体に農業機械の支援

という形で 3,300 千円の他に出る予定になっております。次

の項目からは、新たに農業をする方への支援ということで、

まず、新規就農支援事業ということで、市の単独事業でこれ

については、国の対象にならない主に 65 歳以下から 45 歳以

上の方で新たに農業をされる方です。イメージとしましては、

集落営農の中で担い手が段々と少なくなってきたということ

で、外部から農業者を参入させるとか、それ以外の方でも年

齢が少しあがり 50 歳ぐらいで、国事業対象にならないという

方について支援をしていこうというものです。増員となれば

補正予算での追加も考えております。今現在のところ、1経営

体でしか確認できていませんが、年間の給料の補填になるも

のとして 1,800 千円を、イメージしてその準備段階として先

輩農業者の方へ研修に入るということをイメージし、研修先

の農業者の方へは、年間 360 千円予算を計上しているものに

なります。農業次世代人材投資資金というのは、今ほど申し

ました市の事業の国版といったものです。経営開始型という

のは、就農された方ということで、年間、給料の補填という

ことで年間 1,500 千円が市の会計を経由し支給されるもので

す。次に就農準備ですが、給料の補填分については農業公社

から直接農家へ支払いますので、市からは先輩農業者からの

謝金として 360 千円、それと保険等労務災害など 54 千円を計

上しております。集落営農の法人化がここ 10 年ほど増加して



12

事務局長 おり、30年度におきましても、10 経営体を見込んでおります。

予算額として、計上していないは、市の会計を経由せず、国

から直接経営体に支払われるとのことで、金額は省略させて

いただきました。経営所得安定対策推進事業事務費ですが、

経費そのものについては、国から直接認定農業者へ支払われ

るとのことですが、このことを推進する事務費ということで、

具体的には生産調整等行う調整費は転作確認の確認というこ

とで、水田協議会の方で人件費等を支給している合計額であ

ります。 

 次に 2の農村環境の保全と都市との交流ということ、3点ほ

ど申し上げます。①として、中山間地域等直接支払制度とい

うことで、中山間、いわゆる五箇山であるとか、城端、福光、

等の中山間地域の資源ということで、耕作的に非常に不利な

地域というところを補填していくといったものです。最大で

10a 当たり 21千円というようなことでございます。現在 51 地

区の方で約 1,025ha ほどが対象となっているようなことです。

続きまして②として多面的機能支払交付金制度でございま

す。これは、中山間地域と似たようなものですが、中山間地

域外の平地の方の農地、農業用水路等の保全のために必要な

経費を支援するものです。これにつきましては、151 地区

5,500ha を支援しているものです。予算としましては、3億程

計上しているものです。 

次に③の環境保全型農業直接支払制度であります。これに

つきましては、有機農業であるとか、減農薬、低農薬等での

農業の取り組みをされている方への支援ということで、中山

間団体が約 250ha 余りの面積を支援していることになります。

続いては④ですが、中山間地域の対策ということで、先程

から中山間への直接払い制度のほかに、南砺市独自の内容と

しまして、五箇山農業公社、利賀ふるさと財団に農業機械の

購入ということで、市の直接事業ということで支援している

ものであります。 

次に⑤の都市と農村の交流ということで、市の自然である

とか農村体験などを実施し参加していただこうというもので

す。これに基づいて、移住、定住の促進をしようというもの

です。主に二つの事業で市の単独事業として、みんなで農作

業の日などで、利賀のそばであるとか、平の米や上平の赤か

ぶ等の農作業の交流の事業などで、延べ 500 人ほどが参加し

て行うものです。 
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事務局長 また、とやま帰農塾推進事業として、県の外郭団体 NPO 法

人の南砺市の場合であれば、上平と井波で 10名ほどを都会（東

京、大阪、名古屋）から富山（南砺市）にきていただき、農

作業体験等を実施していただくということです。井波地域で

は同地域の女性農業委員の方が中心になって、活動されると

聞いております。また帰農塾の方は、そこにおられた方が定

住に繋がっているのではないかということです。 

続いて 3番目の農産物のブランド化地産地消・5次産業化、

食育の推進です。①として特産物振興対策ですが、野菜、園

芸作物の生産振興や地産地消として、南砺市の特産、たまね

ぎ、サトイモ、チューリップ球根などで 10a 当たり 8,000 円 

を支援しているものであります。野菜価格安定資金造成負担

金ということですが、野菜は米と違い、相当価格の上限が激

しいので、その助成金として一部負担しているものでござい

ます。次に、次世代チューリップ生産技術実証モデル事業と

いうことで、昨年から実施しております県の事業であります

が、地球温暖化の影響でチューリップ補助の土壌が大変汚染

されてウイルス性の病気が流行りだし、その耐性のある品種

を実証的に 50a 補場の 70,000kg の球根を導入することにして

いるところです。次に 4 番の有害鳥獣対策としまして、特に

熊もさることながら、イノシシの出没が多くこれにつきまし

ては、電気柵の設置をしております。平成 30 年度におきまし

ては約 16 キロ 12集落を対象にしております。通常では 10 月

頃にかけて要望を区長さん方等にお聞きしておりますので、

必要等ということであればその時期に申し出をお願いしま

す。電気柵につきましては、平成 19年度当たりから多く出没

しているようであり、延べ 220km を設置しております。あと、

捕獲報償事業についてですが、イノシシを捕獲すると 7,000

円ほどを充当してございます。パトロール事業としまして、

イノシシ等の巡回に 1 名を定期雇用しております。その人件

費と、車の燃料代として 4,100 千円を計上してございます。

以上が平成 30 年度の市の事業でございます。 

 続きまして平成 30年度市の農業統計であります。資料等に

つきましては、砺波振興センターから情報をいただき、こち

らでまとめてみましたのでご覧ください。市の農業事業とし

まして、地域の耕作面積が 7,900 ㎡となっております。地域

の耕作放棄地であるとか、統計からの資料等を基づいてデー

タとして出しております。おおよその数字をつかんでおいて
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事務局長

議長 

議長 

議長 

委員 

事務局長

ほしいと思っております。市の認定農業者数ですが、3月末現

在で 180 名の方々がおられます。農業次世代人材育成投資資

金受給者数ですが、新規就農の方々を対象としているもので

す。平成 30 年度で予定されている農業者の方々の人数を、農

業法人の数であるとかを記載してございます。最近客の取得

ということが農業新聞等に出ておりましたが、認定を受けた

者という方はおられないということです。また、担い手の面

積ということで、5,340ha ということで集積率というところが

73％、農地の流動化の説明資料にもあり、似たような数字で

ありますが、これと担い手の数字とは違い農業者等が農地な

くして、農地面積に南砺市の農業を中心的にやっていただく

担い手の方の割合だということです。農地流動化というのは、

利用権設定を南砺市の農地面積に対してどれだけ設定したか

を流動化率に表したものです。あと、作物ごとに面積、単収

等表記してありますのでおわかりになると思います。特産品、

野菜等畜産の販売所などでの売り上げ等が記載してございま

す。 

 以上が、市の農業統計からみた数値についてご説明させて

いただきました。 

 どうもありがとうございました。 

何か質問等ございましたら、挙手にてお願いいたします。 

国の施策ですが、減反奨励金としての 7,500 円/10a がなく

なったようですが、その予算は今後どちらの方向に流れたこ

とになりますか。 

国レベルの話になるかと思いますが、私の意識としては、

国全体の中では、農業予算、土地改良区への予算として流れ

たものと思われます。農林水産省の中で確保している状況と

思われます。薄く、広くという感覚で、おおよそ前年ほどの

予算で農業予算として確保しているみたいですが、土地改良

区については以前、政権が変わった際に、相当額を削られた

ということ話をお聞きし、ようやくここへきて平成 22 年頃ま

での値に回復したようであります。間接的に水路が老朽化し

ているとのことで、悪い感じではないように思えます。 
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委員 

議長 

委員 

事務局長

委員 

事務局長

職務代理

事務局長

 ありがとうございました。 

 他に何かございますか。 

 有害鳥獣対策について、電気柵でご指導いただいていると

ころですが、電気柵以外にその他の恒久対策に助成するとい

う感覚はありませんか。県からは何かあるとのことをお聞き

しておりますが、いかがでしょうか。 

 実は、試験的に上平地区で恒久柵を業者で設置しましたが、

春先に確認しますと壊れていた状態でありました。電気柵設

置するところは、冬場に耐えることができ、強いものでない

と積雪が多いところでは、水分が多く含んでしまいあまりお

勧めではないのです。ネット部分のみ壊れているのであれば、

イメージとして恒久柵はいいものだと思いますが、支柱から

雪で倒れてしまった状態であります。また、電気柵は 10ｍ当

たり 220 円～230 円でありますが、恒久柵となるとその値段の

10 倍ぐらいにもなるとのことです。今の状況からいって南砺

市では、かなり困難な状況かと思われますが、試験的に継続

していきたいと思っております。この部分においては、国や

県の予算がございますので、地区の要望として来年あたり提

出いただければ、事業として実施していく次第であります。

相当危険性のあるものですので、大変困難なことになってい

くのではないかと危惧しているところであります。 

 大変なこととはどういったことなのか。 

 いくら頑丈に設置していても、春先になれば壊れてしまっ

て、修理すればまた使用できるといったものではなく、次年

度からその柵自体使用できなくなるといったところです。 

 参考までにおききしますが、ゴルフ場にそれは設置された

ものはありますか。ゴルフ入場税とか言う扱いになっている

のかもしれません。 

 恐らくゴルフ入場税は、あっても無くても必ず掛かる税金

だと思われます。また、確認させていただきます。 
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議長 

議長 

議長 

有害鳥獣駆除ですが、私も鉄砲をもち駆除しているところ

ですが、やはり免許取得者は年々減少しておりますが、自分

が鉄砲取得した際には、県内で 1,000 人といわれておりまし

た。現在の取得者は 600 人いるか否かかといったところです。

また、砺波市の山手の方では、農協の職員等が免許取得さ

れ、毎年の講習会に参加されている状況です。あいにく南砺

市では、新規の方の顔がなかなかみられない残念な思いであ

ります。平地域では、現在お一人といった状況で、利賀村に

おいても 14 人だったのが、７人になってしまいました。 

 先程、事務局長さんが言われました捕獲奨励金ですが、１

頭あたり 7,000 円もらえるということになっておりますが、

慎重、体重を計って胃の中のものを検査し、報告するといっ

たこともしております。写真も撮影しなくてはならないし、

手間がかかるものです。 

 他にご意見等ございますか。 

 これをもちまして、第 10回農業委員会総会を閉会いたしま

す。 

○次回の農業委員会 平成 30年 6月 1日（金）午後 2時 

 以上で、南砺市農業委員会第 9回総会を閉会いたします。 

 （閉会時刻 午前 11時 10 分） 
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議事録が正確であることを証します。

  平成  年  月  日

議事録署名委員

議事録署名委員

会     長


