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            午前９時２５分 開会 

○蛭子会長 改めましておはようございます。 

 先ほどいいましょうか、先月じゃったか今月じゃったか忘れましたけども、アイレック

スでの研修会、御苦労さまでございます。長時間にわたる研修です。ああいうのが、あれ

毎年やったんかのう。 

○事務局 はい。 

○宮本委員 毎年あるん。 

○蛭子会長 毎年あるんです。本当に研修一本です。昨今、香川県議会でのやつが報告さ

れておりますけれども、そんなんじゃなしにあんな感じのが毎回、毎年ありますんで、ひ

とつよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは早速ですけれども、議案の第１号から始めたいと思いますので。 

 ごめんなさい。石川さんと吉井さん、議事録署名人になりますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは、第１号議案。 

○事務局 済いません。それでは、第１号議案でございます。 

 農地法第５条第１項の規定による許可申請ということで、農業委員会受け付け、平成２

９年９月５日、所在地、大字東分字十楽寺、番地、２８番６、２８番１０、２８番１１、

台帳上畑、現況も畑ということで、面積が上から５９５、３４１、６９４ということで、

譲り渡し人のほうが宇多津町大字東分字十楽寺２３１番地１、白川俊宏様、譲り受け人の

ほうが東京都江東区豊洲１丁目２番３９号、白川雄基様でございます。所有権の種類につ

いては使用貸借権ということになります。場所については、次のページをあけていただき

ますと、ちょうど県道飯野宇多津線のほうの場所に、鍋谷のほうへおりてきたとこになり

ます。細かい詳細については、その次のページのところで、水色に塗っておる部分になろ

うかと思います。内容としましては、一応太陽光を設置するということになります。それ

と、これに関しては香川用水等々の部分は介入はありませんので、あとは水利の判をいた

だくと。ただ、水利もないので、これは自治会の判をいただいております。それから、あ

とは隣接同意でございますけれども、司法書士のほうからいろいろお話がありまして、隣

が藤原トシオさんの部分については相続ができておりませんで、３兄弟になるんですけど

も、何遍かお話には行ったのですが、これは三男が住んどるところやから三男に判もろう

てくれということで、今度三男のとこへ行けば長男のとこに判をもらってくれということ
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で、なすり合いではないんですけど両方とも、ここにも次男もおるんですけれども話がつ

かないと。基本的には県のほうに関しては隣接同意は必要ないという部分で、うちとして

はもう受けるしかないので、皆さんに御審議をいただかないかんのですけど、一応理由書

についてもお渡ししてこれを、こういう理由でとれないということで文書が出てきよりま

すので、そこら辺も審議の内容として御確認をいただけたらというふうに思っておりま

す。今、回しておりますので。 

○谷川委員 そしたら、会長、読み上げてくれたらええわ。もう回さんで。 

○蛭子会長 ほんならもう、全部読んだら時間かかるけど。 

○谷川委員 肝心なとこだけで。 

○蛭子会長 当該農地隣接した藤原氏の農地、番地はもう省きます、あることを確認し、

宇多津町農業委員会に必要書類の確認を行った。まず、藤原氏の農地は藤原トシオ氏名義

であるが、当人は既に死亡しており、相続登記が行われていないため、法定相続人の同意

が必要であることを宇多津町農業委員会から教えていただいたと。法定相続人を確認する

ため藤原氏の農地に赴き、同農地内に居住している法定相続人の一人に話を伺ったとこ

ろ、自分は三男である、次男は隣に住んでおる、長男は少し離れているが町内に住んでお

るとの説明を受けました。太陽光発電事業を隣地で行う計画がある旨、並びに同意が必要

な旨を伝えると、自分は三男なので長男に説明してほしい、長男が同意すれば自分も同意

すると言われる。改めて長男宅へ説明に伺うと、実際居住しているのは三男なので、まず

三男に同意をもらうのが筋だろう、太陽光パネルの反射や災害でパネルが家に接触したと

きの補償等の説明をし、三男が納得すれば私も同意するとのこと。再度施工業者に連絡

し、反射のない角度、補償等の説明を行うため三男に連絡をするが、長男の同意がなけれ

ば同意しない、説明は長男にしてくれと言われる。堂々めぐりになるため、同意書に書い

て各セクションにて申請書作成を進めることになった。行政書士、モリケンイチと、こう

になっております。ここで、金井さんもおっしゃっておりましたけども、三男じゃ、次男

じゃと振り回されて、判こを今んところいただけないということで、県のほうはもうこれ

は同意要らないという話だそうです。 

○事務局 それともう一つは、つつきますと大分前になるんでしょうけど、この農地に関

しては違法農地転用をされてる部分なので、今度そっちになってしまうので、うちとして

も対応をどうするか。もう家を建てておるんですけども、農地転用はかかってない分なの

で。 
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○宮本委員 なるほどな。そういう意味か。 

○事務局 もう何年も前の話だろうとは思うんですけれども、それをつつき出すと、そこ

も農地に返せとかという話になりかねないので、うちも知らんふりというたら悪いんです

けども。本当はそこが宅地になっておればあれなんですけど、もう農地としては機能して

ないので、それで今回の農地転用の部分に関しての隣接同意はもういいですわというしか

ないので、そういう判断をさせていただいたというのが実情でございます。 

○蛭子会長 ほんで、これを白川俊宏さんと雄基さんが親子とか。 

○事務局 そこまでは調べてはない。多分親子だとは思いますけど。 

○蛭子会長 東京都と宇多津町やけど、名字が一緒やけ、そんな感じかな。 

○事務局 多分、息子さんやと思います。今東京のほうで多分お仕事をされて、実質は俊

宏さんが見るんやろうけど、相続とかいろいろ考えながら、息子にして太陽光という話だ

と思います。 

○谷川委員 別に隣地をさいなんで問題がないんやったら受けとく。 

○事務局 はい。 

○蛭子会長 御意見、ほかに谷川さん以外で御発言ございませんか。 

○事務局 地区的に言うたら鍋谷になるので、吉井さんがあれば。 

○蛭子会長 水利のほうもないというな説明がありましたんで。 

○吉井委員 水路は自治会、これ。 

○蛭子会長 自治会の判はもろうとる。 

○事務局 はい。 

○蛭子会長 ということで。 

○谷川委員 水利、これはもう畑やろ。 

○蛭子会長 畑や。 

○谷川委員 畑やくれては・・・。 

○蛭子会長 池がかりやったんかな、昔は、そこは。 

○谷川委員 うん、そこは。畑。 

○事務局 これは、池がかりもないんです。 

○蛭子会長 池もないん。 

○事務局 一番近いのは定池なんですけど、定池はこれよりまだ低い位置にあるんで、こ

こに水が一方ではない。 
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○蛭子会長 ほんなら、もう全然関係ない。 

○事務局 ただ、この横に際の当たるとこに町道関係があるぐらいなんで、一応それで自

治会長に判をいただいてます。 

○宮本委員 結構です。 

○蛭子会長 ほしたら、議案どおり処理するということで構いませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○蛭子会長 それでは、第１号議案につきましたらそういうことで。 

 それから、第２号議案その他、こちらのほうをまた。 

○事務局 事務局のほうはございません。 

○蛭子会長 ありませんか。 

○事務局 それと、これはあくまで提案ではないんですけども、今から審議をいただかな

いかん、１０月、１１月までには返事をいただかないかんのですけども。 

 毎年２年に１回研修ということで、２８年に研修をしております。今度３０年度という

形になるので、そこら辺での予算組みの関係もございますので、新しくなられた皆様でご

ざいますので、研修を実施するのかしないのか。それによって、私のほうもまた予算取り

の関係がございますので、１１月ぐらいまでに研修したほうがええんではないかとか、そ

ういう議論をしていただいて、それで結論をいただければ。大体１泊２日を予定になろう

かと思います、今までのあれからいうたら。それで、宇多津町と同規模ぐらいか、ちょっ

と大きいぐらいなところの担い手を育成しよるところとか、逆に言えば今回農業委員会も

かわっておりますので、そこら辺の農業委員会の運営の仕方とか、そういう部分で研修を

したりということにさせていただいておりますので、そこら辺だけはまた今後お願いした

いというふうに思っております。予算組みしてないといけませんし、もうそれも前のとき

からお話は出とって、研修どうするんやと、もう一遍新しいのになったら皆さんと話し合

いをするべきではないんかという前任の農業委員会の中でも何回かお話が出ておりました

のでここで、もう９月ですんで１１月になるのでお話を出させていただけたらということ

で、お話ししました。 

 以上でございます。 

○蛭子会長 ということなんですが、これは宿題にせんでもここでもう結論出したらええ

んでないんかと思うんですけども、私は基本的には研修は必要やというような思いがある

んです。ここで研修に行ったことがあるのは、私と谷川さんと吉井さん、稲田さんもある
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ん、あったけど欠席しとったという話か。いかがでしょうか、研修旅行について。ずっと

２年に１回、１泊２日でやってきとんです。行き先は違います、研修の名目も違うんです

けども、それはそれで次の研修どうするか。これは、研修も含めて夜には親睦会も若干で

すけども行いますんで。 

○宮本委員 これは、何か法令上の位置づけがあるんですか。しなければならないとか。 

○事務局 いや、ないです。それはないです。前は何で出とんか、私も全部が全部把握し

てないんですけど。 

○宮本委員 少なくとも周辺でそういうことをやられて、農業委員の資質を高めるという

ようなことが必要だろうと思うから、それはやっておかれるほうがいいんじゃないですか

ね。 

○事務局 一応、そういう形ですね。 

○蛭子会長 よその委員会の話も聞いてみないかんし。 

○事務局 今、農業委員会として急務になってきとるのが、遊休農地関係をどのように解

消していくかということで、皆さん取り組まれておる。宇多津町も例外でなく相当の面積

が遊休農地になっている部分が多く含まれてきておるというのが事実でございますので、

本年度、３０年度に関しては、そういうふうな遊休農地の解消をどのようにしてるかとい

うんもテーマの一つとして挙げて研修をされてもいいのかなというふうには思ってはおる

んですけども。皆さんには宇多津町の遊休農地の解消に関しても御努力をいただかないか

ん部分でございますので、ほかのところがどういうふうに遊休農地を解消していくかと

か、あとは宇多津町に関しては実質担い手がいないと。今回若い子が２人ぐらい新しく農

業を始められたということではあるんですけども、それにしても昔の話ですけども、宇多

津町に農振地域がないために受けられる補助っていうのが一切ないというのが実情の中

で、宇多津町を選んでいただけたと、そこで農業をしたいというようなことでございます

ので、できる範囲お力添えをしていきたいなという部分の研修でもいいし。 

 香川県で、前は１年間で３０人とか４０人ぐらいだったのが、この新しい制度になって

から百何十人という新規就農者、今相当ふえてきている。今県内で言いますと、人・農地

プランというのがあるんですけども、その新しい子に農地を貸すということでやっており

ますけども、宇多津町に関しては今農振地域がないためにそれはつくっていない状態もあ

るしっていう、いろいろな部分が弊害になってきておるのが実情でございます。そこの中

で今からの農業をどういうふうに守っていくかということもテーマの一つにもなろうかと
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思いますので、皆さんにいろいろな議論をいただいて、よりよい宇多津町ででも農業をし

ても利益を上げられるような農業経営の仕方等々をやっていきたいなというふうに研修で

学んで、それを聞きにこられたら、宇多津だったらこういうことをしていったら農業経営

できるぞというようなことでお話をいただけたらということで。知識がないとそういうこ

ともできませんので、そういう意味も含めて、先ほどの研修と一緒でいろいろ私どものほ

うも考えながら選定もしていくし、農業の発展っていう部分で皆さんのお力をいただきな

がらやりたいなというのが実情でございますので、よろしくお願いいたします。 

○蛭子会長 それでは、研修については一応するということでよろしゅうございますか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○蛭子会長 行き先とか、まずは何をメーンに研修するとかというのは、また皆さんで検

討して、来年の話ですから、３０年の話。 

○事務局 基本的には、今までの事例からいいますと、多分１１月後半から３１年３月の

間で皆さんの日程をあわせてっていうのが今までの部分です。当初というたら、稲植える

んで苗つくったり水代かきしたりっていう部分がございますので、大半が稲作がメーンに

なっとるんで、そういうんを外してということで今までやってきてるのが実情でございま

す。 

○蛭子会長 多分寒い時期、冬場になろうかと思うんです。ほんで、３月までに予算有効

なんですけども、大抵３月というたら役場のほうも忙しいんで、２月前に大体行くという

ような状況、寒い時期に行くというような多分なろうかと思う。具体的にはその先の話で

すけど、またその時期が来ましたらまずお話を皆さんと一緒に検討して詰めていきたいと

いうふうに思います。 

 以上です。 

 それから、その他でまだあるんですけれども、これから種まきするんですが、レンゲの

種です。先般、町長ともお話をしたんですけども、昨年も農業委員会の中でもお話しした

んですけれども、農業委員会の中で昨年は町長が直接出てきて、もうしたらええでない

か、やったらええんでない、補助金出したらええんでないかというような話で。中身につ

いては、田んぼを草生やしとるよりもレンゲの花を咲かせて、景観作物ということで皆さ

んに見てもらえるというようなことで、そして補助金を宇多津町のほうから、去年の場合

半額補助したと。ことしも同じようにやったらええんでないかというようなお話がありま

したんで、公募をするか何かで知らすか何か、どないに。 
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○事務局 それで、私のほうもまだ町長からも指示が出てないので、確認をした上であれ

であれば広報なりに載せて、去年は時間がなかったもんですから広報には載せてないん

で、対象者は４名ぐらいじゃったんですかね。 

○蛭子会長 たくさんはおらんのです。 

○事務局 だから、本年度案も早目な、ここで今会長のほうから言われたように、町長と

はもう話しとるということでございますので、確認だけ私のほうでさせていただいたら、

１０月なりの広報、原稿が間に合うのかどうかというのもあるんですけど、間に合わんか

もわからんのですけれど、早目な何らかの周知っていうんをして、今レンゲは１１月ぐら

いですか。 

○蛭子会長 稲刈った後。早い人は稲刈る前や。 

○事務局 農協のあれがいつごろですか。 

○蛭子会長 今募集しとんかな、１０月いっぱいぐらい。回覧板持ってきとったけど忘れ

た。 

○谷川委員 いや、まだもうとらんやろ。 

○蛭子会長 いや、もうてきた。種のあれはもうてきた。ほやけど、もう締め切ったかど

うかは知らんけど、言うたら農協はくれる。 

○事務局 何らかの方法で早急に周知するように考えさせていただけたらと思います。 

○蛭子会長 そしたら、景観作物というよりもレンゲの種子の関係ですけども、それ済ん

で。 

 続いて、先月に皆さんにお渡ししとりました宇多津町農事集積事業。これともう一つ、

要望書、これ出しとったんですけど、きょう忘れておりませんか。 

○蛭子会長 コピー出るか、忘れとる。 

 ほんなら３人かな。４人。これもうずっと持っとってください。ずっと、毎月。これ長

時間かかるところだから。 

○吉井委員 おいとったら。 

○蛭子会長 吉井さん、さっきの分は決済金もうないんやな、ほんなら。 

○吉井委員 ない。 

○蛭子会長 どこっちゃに何にも変わらん。 

○谷川委員 畑やけ。 

○蛭子会長 ほんだけ、もう決済金も何もない。 
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○宮本委員 でも、津ノ郷地区は、例えば太陽光ソーラーやったときは、畑であろうが田

んぼであろうが、雑種地としての認定になると思うんですけど、あの文章では太陽光って

のはわからなかったんで、そうかなと思って聞いた。畑、畑という、それが認められるん

であれば、今後例えば雑種地、つまり税金面も違うし、その用途が変わってきますんでど

うかなと思ったんですけど、どう考えたらええんですかね。 

○谷川委員 うちは、畑でも決済金はもらいよるん。 

○宮本委員 畑、畑でですか。 

○谷川委員 そのかわり土地改良へは持っていかんぞ、仁池は土地改良は関係ないけん。

ほやけど、畑やろ。ほんな、水は水路を流れるけん。ほんじゃけん、平米でいうて１５０

円やけど、半分の７５円は村に、ほいでうちが水利で話ししてあげよる。今、鍋谷地区は

今の自治会長さんの判で出てきとるんじゃろ。うちは全部水利で判してあげて許可出しと

ん。ただし、７５円の決済金はもらう。 

○宮本委員 それは、もらいよるんですけど、決済金でもらいよるんですけど、私は今回

初めて農業委員になって、過去の事例よく知らないんですけど、今の話が出たんで確認。

町としてはどうなんでしょうか、そのあたりの認定の仕方。津の郷あたりは雑種地で出す

よと。ある地区は畑であると。１つは税金面の問題、もう一つは水利権の問題というのは

そうじゃないですか。私なりに考えたら。それを町が１番目に言った畑として認定して、

であれば農地だから税金的には非常に安くなるよ、雑種地はもっと高いと思うんですけ

ど、そのあたりは町はどういう認識を持つんか、認定をすんかというのはわからないとこ

ろで。 

○蛭子会長 地目変更をせないかんということやな。 

○宮本委員 そうです。 

○吉井委員 もともとは、そこは山やったんで削って今なっとるよ。雑種地になっとるか

どうかわからんけど。 

○宮本委員 いやいや、そうじゃなくて、地目は畑でいいんですよ、登記簿上。でも、今

回太陽光に変わったら、税金が安いのは雑種地ですから、宅地ではなくて、雑種地として

認定すべきじゃないんですかというのが私の疑問点なんですよ。 

○蛭子会長 農地から雑種地に転換するということは、農地を潰すということは、普通は

私たちの水利権の感覚からいったらもらうんですよ。 

○宮本委員 そうですよね。 



- 9 - 

○蛭子会長 だから、もろうとるんです。 

○宮本委員 いや、金はいいんですよ、その地区、地区では。私、町としてのどういうふ

うにしたんですかというのを聞きたいですねということで、今申し上げました。 

○谷川委員 うちは、太陽光をつける場合は、全部５条申請のあれで宅地にしてもらいよ

る。 

○宮本委員 でしょ。 

○宮本委員 だから、うちは雑種地。それは知りませんが、うちの場合家屋で雑種地にし

とるか、とにかく私も変な話になるんですけど、昔津の郷には宇多津土地改良区というの

があったんです。それから、私も会計事務をやっとったんですけど、忘れましたけど何年

かに県の指導をもって解散したんです。その後、津の郷地区で皆さん集まっていただい

て、土地改良区はそれなりの権限がありますので権限ありますよと。それに対してダム開

発とかいろんな問題ができたら、その土地改良区にかわる津ノ郷の宇多津町の土地改良委

員会という委員会をつくって、その目的としては今言うたダム開発とかいろんな問題があ

ったときに審議しましょうと。というのが、水利さんがうちんとこは毎年かわるんです、

水利総代というのが。このごろ代がかわって若い人も出だしたんで、過去の慣例とかわか

らないことがあります。例えば、今言いました転用の話が出たときは、水利さんがその土

地改良委員会で連絡してもらって、会長以下、各区の１人ずつ、計１３名ぐらいおるんで

すけど、その人が集まれば、その地方、地区で慣行とかいろんな水利権のことをよく知っ

とられる方が、年寄りの人が出てきてもらって審議してもらう。プラス農業委員会の委員

にも出てきてもらう。そういったやり方でやってます。大体今まで出てきたのが、私今引

き継いで土地改良委員会の会計をやっとるんですが、ここでは雑種地という形で家屋調査

士さんが申請書をつくっておるのをよく見かけるんで、どうなのかなと思ったのがちょっ

と。今回のこれは別の話ですけど、事業変更してもらってたんでどうなんでしょうかね。

今ソーラーの話が出たじゃないですか、今月の委員会の第１号議案で。畑で畑で、太陽光

ですよ。今話しとったんですけど、津の郷は農地、雑種地が多いんですけど、これは町と

しては畑、畑でも税金の関係とか登記簿上とか、何かあるんですかね。 

○事務局 登記簿上です。 

○宮本委員 じゃあそれは、畑で認定されるんですか。あるいは、私の認識では雑種地…

…。 

○事務局 雑種地というのは、基本的にもう農転なりがかかって変わってる部分ですの
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で、もう農業委員会としては手の出せない部分。もううちの手からは離れている部分で、

登記されとる雑種地に関しては……。 

○宮本委員 じゃなくて、農地を太陽光に変えるのつくりますよ。そのときに、農転にか

けるために雑種地として農転にかけるということはあるんですか。 

○事務局 あります。 

○宮本委員 あるね。 

○事務局 基本的に、田んぼを太陽光にするということは、そこで登記簿を変えてしま

う。 

○宮本委員 地目を変えるんでしょ。 

○事務局 地目を変えないかんと。 

○宮本委員 そうですよね。そしたら出てきますんやということで、農業委員会へ出るん

でしょ。 

○事務局 いや、うちの許可がおりて、初めてうちが完了したと言うて、写真なりの完了

届なりが出てくるんです。それにうちが確認しまして判を……。 

○宮本委員 農業委員会は出んのですか。 

○事務局 ５条なり４条で出てきて、太陽光で出てくるけど、その時点はまだ登記簿上は

田のままです。田、田のままです。 

○宮本委員 当然それでいいんです。 

○事務局 ほんで、うちが農転を完了しましたという許可しました、そこで太陽光をしま

した、ほんならうちに完了証明なり完了届っていうのが出てくるので、完了証明願いって

いうのにうちが判を押せば、それを持って法務局へ行って雑種地ということで変えていく

ということですね。 

○宮本委員 わかった。流れはそうですね。 

 ということは、今回これは畑から畑ですね。承認されたら、県が承認したよ、太陽光つ

けたよ、それで雑種地として。 

○事務局 そうです。 

○宮本委員 それは、町としては推奨するんじゃなくてやらなかったらどうなるんです

か。例えば畑のままほっとくというのは、これは……。 

○事務局 登記簿上、畑でほっとくんはオーケーですけど、うちは許可を出しているの

で、今度何かで２０年後のときにまたという話になります。 
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○宮本委員 何をこだわっとるかというと、当然町としては登記簿上の地目が現状と違う

こと。もう一つは、税金上の問題が出てくると思うんですけど。 

○事務局 税金上は現況主義。 

○宮本委員 それでとれるんですね。 

○事務局 はい。 

○宮本委員 税制にのっとるわけ。 

○事務局 はい。 

○宮本委員 だから、現況と登記簿との差が出てくるよということだね。 

○蛭子会長 税金も変わるよね。 

○事務局 税金は変わりますし、ある程度うちのずっと許可した分に関しては名簿が全部

残っておりますので、番地がどこのもんやという話で、今度えらい目するのは変えなんだ

方。でも、実質……。 

○宮本委員 農業委員会へ出てきた時点は、田、田、実際は太陽光、もしくは田でも畑で

もいいんですが、その時点は田なり、畑で出てくるわけでしょ。 

○事務局 そうです。 

○宮本委員 わかりました。 

○事務局 基本的には……。 

○宮本委員 ということは、次は税法上はそうなるということ。地元に対しては、この方

たち、たまたま水利権がないから、田、田、畑、畑で、各地域の水利さんの判をもらうと

きには、地目変更、いわゆる決済金としていただくよ。その場合は、もう田から外れて水

利権がなくなるよという理解ですよね。 

○谷川委員 そうそう。 

○宮本委員 わかりました。 

○谷川委員 だから、もう田んぼはなしになるということで、決済金を田んぼの場合１０

０平米１５０円で計算でもろて、水利が判して、それの田んぼはそんで終わりということ

になる。 

○事務局 それと、今言われようた分は、実質旧町内にもようけあります、そこら辺に

も。 

○事務局 登記簿上は田です。だけど、うちは名簿が残ってるので、５条なりの申請で宅

地になってますよっていう部分で問い合わせがあって、今度売るわというたときに、これ
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どうしたらいいんですかというお話。もう古かったら、逆に言うたら変えないかんのやけ

ど、また農転出さないかんのかなという話で、そのまま法務局へ出してくださいと。法務

局のほうからうちに来るけ、平成何年なり昭和何年の何月何日で許可出てますよというて

初めて変えてくれる話になるということになります。 

○蛭子会長 それでは、こっちのほうの３枚つづり。 

 先月の農業委員会の中で一応ずっと町内の田んぼを車ではありますけどもパトロールと

いいましょうか、見ていただきました。かなり耕作をされておるんですけれども、耕作放

棄地の中でもちゃんと管理されとる田んぼと、それから草が生えておる田んぼと木が生え

ておるような田んぼと、３種類に分別されるんだと思いますけれども、そういうことで宇

多津町の農業委員会としても、耕作放棄地の解消というのが、冒頭に金井さんのほうもお

っしゃいましたけど、大きな目標になります。そういうことで、いかに耕作放棄地を解消

していくかというようなことで、２年ぐらいかかってつくり上げたんです、前回の農業委

員のメンバーで。今回大幅にかわりました。前回、農業委員のメンバーでつくり上げて出

しておりましたんで提出しておりましたけれども、これが日が当たっていないんです、今

のところは。どこが今後これをどうしていくのかという話です。 

 耕作放棄地に対して、これは国の農地中間管理機構も県もそうなんで、国、県、市町村

ということになるんですが、宇多津町は除くと、市町村の中でも宇多津町と直島町は香川

県の中でも除かれておるんですけど、そういう誰の農振法に入ってないから適用されない

という話なんです。町長との話し合いの中では、宇多津町そしたら独自でやっていきませ

んかということでここまでできてきたんですが、日の目を見てない。このまま置いとった

ら、そのままねんねしとるような状況になっておるんです。これをねんねさせとったらい

かんので、生かしていきたいという思いが私にはあります。メンバーもかわりましたん

で、新たにもう一遍ここで投入していただいて、町に提出していきたいなという思いで

す。 

 皆さんに先月お渡ししたんですけども、読んでいただいとるというようには思います

が、何か御質問がございましたら、質問でも意見でも構いません。もう一遍練り上げたい

と思いますんで、いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○大坂委員 この目的の第２条の２行目、解消防止、解消というてここ文言、ここどう

か。 
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○宮本委員 これ文章がちょっとおかしい。解消防止、解消を促進するためのの解消防

止、解消というの、この文章がちょっと……。 

○蛭子会長 解消を１つ消すということですか。 

○宮本委員 ダブりがあるから、入力のミスかどうかわからないんだけど。ここは頭から

くるんでしょ。生産コストの削減、及び耕作放棄地の発生防止。発生を防止するし、耕作

放棄地を解消するという。だから、解消防止をのけて解消でいいんじゃないかと思うんで

すけど。上の文章は発生を防止するんよ。次の文章は発生しとることを解消するよと、こ

ういう文面になるんかなと思うんですけど。 

○事務局 基本的には、そこに関しては今からなるであろうという高齢化の話があるの

で、それを遊休農地にしないようにっていうんが１点目。２点目は、今遊休農地になって

る部分をどのように解消するかということで、２段書きにたしかしていると思います。 

○宮本委員 だから、上が発生を防止すると、とめるよと、なる前に。次には２行目は、

なってるやつを解消しましょうという文章。解消防止、解消というのは、文章的におかし

いねっていうのが今、ださせていただいたんですけど、どういう文章にしたらいいんでし

ょうかね。 

○吉井委員 解消防止をのけたらええんちゃう。 

○宮本委員 これは個人的な意見なんですけど、２行目に解消防止をのけて、耕作放棄地

解消を促進するためという文章になれば、すっきり落ちつくかなと思うんですけど。 

○蛭子会長 そういうことや。 

○事務局 上の発生防止。 

○宮本委員 耕作放棄地の発生防止はこれでいいわけです。次の文章に、耕作放棄地を解

消を促進するという、だからそう入れれば２つはっきり明確に・・・。 

○事務局 ここにもう一遍、耕作放棄地っていう言葉ですね。 

○宮本委員 そのときに、解消防止を消して。 

○大坂委員 今からなるやつを防ぐとともに、今なっているやつを解消するという意味合

いやから、そこを足したほうがええんでないかい。 

○宮本委員 もう既に耕作放棄地になってるやつを解消を促進すると。 

○事務局 ほんな、それはまた。ここを解消防止をのけて、耕作放棄地の解消を促進す

る。２つ書きです。ある程度、この文つくるに当たって内容的な部分の当初のお話を知っ

ておるのが、今言われたように、蛭子さん、谷川さん、それから吉井さんでありまして、
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あらかたのお話としては、もともとは宇多津町、昭和四十何年、そのときにいろいろな関

係があって農振地域の議論があって、宇多津町は農振地域には入らないという部分で今ま

で来たと。平成２６年に、県のほうで農地中間管理機構っていう機構が法律上できました

よと。それは、今言われたように、耕作放棄地なりの新たな農業者の担い手をつくるため

に、貸し手借り手っていう形で募集をかけて、もう農業をしない人には農地中間管理機構

が職員を雇って農地を見て借りれる農地っていう分で登録をすると。今度は、今言われよ

ったように、ここ二、三年で相当ふえてるっていうのは、そこを通じて農地を借りると。

ほいで、生産コストっていう部分でいきますと、今宇多津町が平均１反から２反でござい

ます。当初、国の農地中間管理機構に関しては、今軽易な基盤整備っていうんもことしか

らできるようになりました。いうことは、畦畔をのけて、田んぼ大きくして、機械を大き

くして、コストを下げて生産するという部分と。ほかの市域については、ある程度地籍調

査なりが終わってきておるのが、畦畔のけようがその位置っていうのは確認できると。ま

だ宇多津町に関しては、今こっちをやっておりますので、まだ農地まで行ってないという

のが実情。 

 それからもう一つは、これは上にも書いてますけど、集約っていう部分ですから、ここ

にＡさんが借りてますよ、ここがＢさん借りてますよ、だけどＢさんは家も近くで倉庫も

近くですよといった場合には、農地中間管理機構は、ＡさんはＢさんにくっつけると、Ａ

さんはＡさんのほうの領域の中であるところ、こっちに逆に言うたらＢさんが持っとった

らＢさんの分をＡさんにくっつけるというような作業をしながら、効率を上げているのが

実情でございます。そういうふうにしながらやるためにということで、国は貸し手の、出

し手のほうに１反当たり２万円、借りてもらう人には２万円ということで県の補助と、そ

れはあくまで農振地域のみということで今動いておるのが実情でございます。そんな中、

宇多津町としてはどうにか農業委員会で話をしてそういう部分の取り組みができないかと

いうようなお話を、これをつくってきておるのが実情でございます。 

 ただ、私も何遍も言っておりますけども、同じ坂出市なら坂出市の中で、農振地域はこ

こだけですよと、だけどこっちは農振地域でないところですよと。ここに補助を出しとる

かというたら出してないので、うちが見本になってしまうので、これはほんまに気をつけ

てやらないと、宇多津だったら農振でないのに金出しよるがという部分が全部響いたらと

いうんもあって、そこら辺を慎重に取り扱わないかんという部分で、町長とも協議何遍も

しとると。うちでも一時指示があっていろいろ考えてきておったところではございます。 
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 ほんで、今こういう分でなくて、この前に善通寺に公社というんがあって、そこは農振

地域でないとこはその公社が借りて、草刈りしたりあんなんしながら維持して貸し手を探

して出しよるというような部分。綾川町はまだ聞きにはいけてないんですけども、そこも

公社みたいなんをつくってそういう部分をやっている、抱えるところがあって。僕は、そ

ういうほうが逆に言うたらあれかなとも思うし、その中にこれを盛り込むべきかなという

部分で今勉強はさせていただいておるんで、そこら辺も議論の中で、それとさっきも言う

たように、ここにＡさんが持っとって、こっちがＢさんが持っとるという部分で、くっつ

けていかないかん部分、どういうエリアを誰が手を上げてくれてするのか、このエリアを

この人に任すけんというんで、それで行くと人・農地プランとかもできてくるんです。け

れども、今の状況では、Ａさんが持っとってＢさんが、横ではＡさん、Ｂさんが持っとる

とか、ここにＣさん持っとるとかという話で、全体が話がまとまらないんで集約ができな

いと。ただ単に、言葉悪いんかもわからんのですけれども、遊休農地の解消のみっていう

部分、使わないかんからっていう部分になってしまうので、そこら辺だけある程度議論を

いただいた中で、そういう集積しながら農地解放してコストを下げることによって収益

を、単価っていうんが上がってくるというんも考慮した上で話し合いをしていただけたら

と思います。 

 すぐに多分結論は相当難しいんで、えらいんですけれども、これも僕何遍も農業委員会

でもお話はしてる部分なんで、そこら辺を熟知しながら、今蛭子さんが言われたこれも途

中でございます。これは、農業委員会の皆さん、逆に言うたら事務局は外れておりますの

で、農業委員会の皆さんのほうで考えられた部分でございますので、その実に僕らの分を

プラスしてよりよいものをつくっていくのが、皆さん今後、さっきも一番最初に言うたよ

うに、青年農業者とかそういうんを宇多津町で育てるというふうにもつながってくるの

で、十分議論をいただけたらというふうに思っておりますんで、よろしくお願いいたしま

す。 

○蛭子会長 今、金井さんおっしゃったんは、否定するもんではございません。賛成する

もんですけれども、そこまで一気にはなかなか進まないという話ですね。その前段とし

て、耕作放棄地を集中させたり、交換分合させたり、畦畔のあぜをのけてしもうたり、そ

れは一番理想的な問題で、そこまで一気に宇多津町の中では進まない。特に、今既にかな

り香川県でもできてきたのは、法人組織です。農業経営団体、団体組織なり法人組織があ

って、それとそれとの話し合いでそんなんが進んでいくんで、宇多津町の個人農業をやっ
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とる中ではなかなかそれは絵に描いた餅的で、なかなか進むもんではないと思います。ほ

やき、組織の法人化、それから稲田さん言うたように、認定農業者がどんどんできてくる

というようなことになって、それから一歩進んでいって金井さんが言うようにしていくの

が最終目標かなというように思うんです。 

 既に、香川県の中でもあぜがのいてしもうてというのもたくさんあります。こんなんも

研修とかあんなんいったらわかるんですけども、もう田んぼのあぜないでというような、

１枚がそのかわり７反ぐらいあるわというような、そういうのは５反以上が１枚やという

ような、そんな田んぼなんか機械も大型化されて、全部ただし法人です、その場合は。そ

ういうような状況なんです。宇多津の町の場合は、香川県が小さいながらも、その中でも

まだもう一つ小さい宇多津町の面積なんですから、最終目標はそこまで、金井さんがおっ

しゃったとこまで持っていかないかんと思うんですけども、非常に時間がかかる。 

 とりあえず、さっきから何回も言いますけど、農業委員会でつくった農地中間管理機構

の宇多津型を発足させたらなという思いなんです。そこから一つ一つ階段踏んで進んでい

かんと、田んぼのあぜのけや、おまえこここなんするどと言うて、そら法人がなかなかで

きんけ、前の宮本会長のときにも法人化の話を研修もしようというようなことで、呼んで

しようというような話もあったんですけども、結局はその話もできなかってあれしとん

で。今の現状を言うたら、宇多津町では個人農業ですから、なかなかそこをベースに個人

農業から脱却するという話も頭ん中へ入れておいて進んでいかんといかんと。法人化もつ

くっていかないかん。農協とも農事組合とかそんなんも、ほんま言うたらたまには話もせ

ないかんかなみたいな思いもあるんですけれど、法人化するんだったら。 

 ということで、これをとにかく今のところは……。 

○大坂委員 この部分で、農地の集約支援事業とかというてやりょうるけど、今の宇多津

町全体の農地を対象にするのか、この地区を対象にするかというんは、問題があるわけや

ろ。それは、ある程度選定はせないかんのではない。 

○事務局 基本的には、今に関しては全域という形で行っております。まだそこまで具体

的な話はないんやけど、基本的には全体を考えながらいかないと……。 

○大坂委員 ある程度は取り組んでいくんなら、宇多津町のこの近辺の農場、農地の集積

やるんであればここらあたりがええんでなかろうかと。それは坂下のほうへぽつんと１枚

あるようなとこ、それも対象にするなら・・・。 

○事務局 さっき言うたように、逆に言うたら川東で１地区、長縄手のところで１地区と
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かで、津の郷、鍋谷で１地区とかという部分で、それを総合的な部分として見て考えない

かんのかなと。 

○大坂委員 宇多津町の地図の中でここはこういうふうにしていこうという地区を、ある

程度限定したほうがええんでないか。 

○事務局 はい。 

○大坂委員 まず、場所から決めなんだら、こうやああや言うたって、どっち向いて行っ

ていいやらわからん。それは、農業集団、組織化した分をつくらないかんと言うたって、

今現況見たってそれができるはずがないやないか。そういうことは、１つずつ何かを決め

ていって……。 

○宮本委員 モデル地区を１つつくって、それにどういうやり方……。 

○大坂委員 若いもんがやりよるやつを持ってきて、おまえどんなんやと。ほんで、その

地区の農家の人呼んで、もう農業やりたないがと。ほんだら、うちは町のとこへ貸して、

ほんなら２万円くれるんかと。そういう話からしていかなんだら、もう万全ととこんと持

ってきてこれをなんとてしたいんじゃと言うたって、それはなかなか前へ進まんし、これ

読んだってそらなとこどこですんやというて、宇多津町ですんはわかっとるけど。ほん

で、そない言うたら今度よその地区から、農振から外れとるとこではこれは補助金どこで

も構わん、出しよるがと言われるんも困るという。それであれば、ある程度地図の中でそ

ういう地区、モデル地区、ほで全体ではある程度決めて、ほんだらそこのモデル地区の中

にこういった人間がおるけん取り組んでみんかという話、耕作者、それとその地区の農地

を持っとる人を集めてこないかん。そっから具体的に話するときに初めて、宇多津町にも

こういった支援事業の話があるんじゃと、つくっりょんじゃがと。ほんだら、それに対し

てやるなら貸してもお金が出るし、借りても出るぞと。ほいで、もう一つ気つけないかん

のは、結局農振から外れとる関係もあるけど、ハウスをやったり農業機械の導入をやった

り、そういうような分はどなんなるんや。 

○事務局 基本的には、外れとっても今しております坂出・宇多津農業再生協議会のほう

へ農業経営の申請を上げていただいて、認定された方に関してはその補助金がつくような

ことで……。 

○大坂委員 機械の導入もできる。 

○事務局 そうです。 

○大坂委員 ほったら、そこらあたりの導入の手引書みたいなんも要る。 
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○事務局 ただ、僕らが懸念しとんは、モデル地区というてつくると、そこに家が建てれ

んとかという部分が出てくるんです、実質。それを誰が指定するんやと。 

○大坂委員 言うたら、それはモデル地区の５年計画とか、５年に１遍見直しし、ここへ

大きな住宅ができたら、よほどあんなんするんにぐあい悪いわと。ほんなら、ここはこっ

たけ半分にせんかと。ほやけ、これはその地区の見直しというんは、ある程度はしていか

ないけんわと思う。前は一遍決めたけんずっとそれをやるんじゃというわけにもいかんと

思う。それをしようとすんなら、ある程度こういった決め事をもう決めたら最後までやる

んじゃというんじゃなしに、見直しはしていきよらなんだら無理じゃわ。今は、地区はほ

んだら５町ぐらいあるとこを１つのブロックとして考えとって、それは今の段階はそれで

考えてよかったんやけど、５年たったときに５ヘクあったんが２ヘクになって１ヘクにな

りそうなぞというたら、これは変えていかないかんと思う。ほやけ、余り初めからきちっ

と決めたもんを推し進めていたって、これはなかなかいかんと思う。今の現況からいうた

ら常に変わっとんじゃけん。ほやけ、こっちもそういった決まり事は何年かに１遍でも見

直しをするという項目を入れとったらええんとちゃうか、モデル地区としてやるんであれ

ば。 

○事務局 そうなんですけど、それを指定を誰がするんやという話になったら、町長が指

定せないかんのです。ほんなら、農振地域と一緒のような取り扱いをせないかんのですよ

ね。そうなったときに、今まで農振がなかったところにおまえ家建てれんぞって言い出し

たら、今度しまいがつかないんです。 

○宮本委員 それは絶対にだめですよ。言うたら悪いけど、個人持っとる所有権に制限を

かけて、これを土地改良やったから１０年間転用できんよという、そういう縛りは当然か

けられませんから。 

○事務局 だから、今言うたように、モデル地区と言いつつも、そういうとこを逆に町と

しては指定ができないんですよ。だから、全域というお話しか今んとこはできない。た

だ、自分の中では、さっき言うたように、Ａさんの機械とか家とかという部分で、川東で

大体１地区に１人誰か入れてそこをしてもらうと。なら、もう一人はＢ地区で長縄手のこ

こら辺までを１地区と考えたらこれをしてもらうと。あくまでどこにも何もなしで、指定

をかけるんでなくて、Ｃ地区だったら小学校の今の番場線から向こうの１１号線までの鴨

田からこっち側きやというんでＣ地区とか、鍋谷、津の郷でＤ、Ｅっていう部分で、その

近くで一生懸命農業をしよる人に持っていくとか、いろいろな考え方はあるんですけど、
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その中でどうしていくのかと。 

 逆にもう一つは、今言よったようにＤ、Ｅになれば、今僕の中では農業しょうる人って

稲田君しかおらんのやけど、Ｄのとこで稲田君やけど、稲田君は施設がメーンなんで、田

んぼをふやしておまえ田んぼしてくれと言うて持っていっても、多分自分の蘭の仕事だけ

でもう手いっぱいに近いんですよ。ほんで、田んぼのほうは今お父さんが元気なから、ヨ

シヒロさんが稲を植えてくれているんですけど、それができんようになったときには持っ

ていけないんですよね。何とか今でき出しとんが、大西君というのがおるんですけども、

あれが今３段でやっじょるんで、多分あの子は今からするやろうから、だけ後継者ができ

てきよんです。こっちにしたら、鍋谷にしたらほとんど僕の中ではいるような状態がない

と。長縄手の２つに割っても、長縄手でもそういう若い子はおるかというて話持っていく

けど、実際のお名前挙げたらあれですけども、桑原さんとこの息子さんとかというんがお

るんやけど、何人かおりますけど、何遍か田んぼ使うてくれんかというお話を持っていっ

た。多分蛭子会長も知っとんですけど、いや、できんけんとかという話ですし。川東だっ

たら、今キムラ君がおるんでとか、そういう部分の頭の中で大体若い子が入りながら、言

ったらどういう部分に持っていったらいいかというんは交渉上はあるんですけども、今言

われたように、モデル地区を集中的につくって、実質そこに網をかけていかないかんよう

になるということに関してはできかねるというんが実情です。 

 あくまで卓上でなくて理想の部分では、初めは僕もこれを一時はつくじよったんで、町

長にこの地区指定して、うちの課長とも話しとかな、ここの地区でしたくない人はその地

区以外の人との交換とか、そういう部分も考えよったんやけど、そこまでになるんかって

いうたら、実質宇多津町内の田んぼ持たれとる方に関しては、農地解放の絡みがあって、

もともと小作の人に自分の田んぼとられたと、誰かに貸すんは嫌やという部分が根強いん

です。今、若い子は多少変わってきたぎんあれでしょうけれども、そういうんが根強いか

ら、逆に言うたら貸したがらないとか、知った人でなかったら貸さないとかというんが多

いんです。そこにそういう組織をつくろうと僕らがした場合に、実質話に行って貸してく

れるかどうかっていう話になったら、これまた二の次なんですよね。だけ、足踏み状態で

はあるんですけども、意欲のある会長とか谷川さんとか鎌田さんとかが今遊休農地になら

んようにということで田んぼはしていただきよるんが実情でございます。池田さんのとこ

のお父さんにしてもそうですし、実質はそういう状況なんです。これはもう何も隠すあれ

もないんですけど、頭の中での構想としてはそういう部分で、若い子がどこにおってどこ
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に持っていったら、自分の中でこう、こう。話ができるんだったら、農業委員会通してね

と、貸し借りの部分を通してねというお話で。でも、手続がややこしいや何じゃかんじゃ

言われるから、そこら辺もあるんはあるんですけれどね。 

○谷川委員 今会長もおっしゃったんと、大坂さんが指定とかという意見も出たけど、こ

れも先上りますけど、今の前町長のときから宇多津地区も緑地地帯をつくらんということ

で、１０町歩ぐらいの。そんときに２つ候補が上がったんです。それが１番が稲田さんと

このハウスの横です。あそこを緑地地帯に持ってくる。それと、長縄手の今の町営住宅と

本村のパチンコ屋から川越え、あのとこの１０町、あれを２つを宇多津の緑地地帯に持っ

ていくと。緑地地帯に持ってきたら宅地にも何にもできんから、２０年なり３０年には

ね。ほやけん、それではいかんわと、緑地地帯というんは。ほんだら、どうするかという

んで、そのときに緑地地帯は宇多津は外せと。ほんで、現地域を白地にしないと。ほいた

ら、家は建つということで、稲田さんとこのほうのあれを外したといいます。ほいたら、

もうおたくのほうのとこが一遍に宅地化してしもうたんや。 

○事務局 それも、平成１６年に、最近になってもともとは調整区域があったんで、おい

それとは家は建てれなかった。それが１６年の県の部分で、１８年から調整区域がのいた

ということで今はもう何でも建つような。１６年までは、ほんま農家の分家住宅とか倉庫

までしか建たなかったというのが実情です。それがのいたことによってもう何でも建つよ

うになったんで、今もう田んぼしとうないとか高齢でというんで、みんな売ったりして宅

地化したり分譲住宅つくったりというのが実情です。ここ二、三年になってから、もう１

０年ぐらい前からぼんぼんぼんぼん農転が出だしたというのは、そういう部分もありま

す。 

 ほんで、今実質の話すると、大東、東建、そこら辺の宅地業者がどこを走っじょるかと

いうたら宇多津町はないです、はっきり言うたら。坂出とかあんなとこは農振地域がある

んで、ええとこであってもいけないので、もう今宇多津が目のかたきみたいな、僕んとこ

も三人、四人来たから。 

○谷川委員 今、宇多津と川津じゃ。 

○事務局 川津ですかね。あそこは今もう……。 

○谷川委員 川津地域は農振で外れちょるから。 

○事務局 もう走り回じょるというんが実情で、ほんだけんそれに乗った人はみんな売っ

たりして宅地化してるのが実情です。今、多分１０月か１１月には、８，０００平米ぐら
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いの宅地分譲が出てくる、大隅まで。 

○谷川委員 出てくるの。今度また、そういう話も聞いとる。そういうような関係があり

ますきに、この町の要望書いうんで、私らのときこの４番目に集団農業とか地区共存、共

生を行う場合というんで、一応３町以上の作業委託とかたんぼをするときに、機械の補助

金が２分の１ぐらいは出してもらえんかというような要望書を町へ出したんです。いろい

ろな考えを出してね、していくには機械化も大型化していかんのはいかんけんというん

で、宇多津が農振に入ってないから県へ申請してでも、もうその申請書は順番に上へ来る

けど、まだ下へ下げられる。そらどうしてかと言うたら、仮に私が来るというたら農業委

員認定農業者でないから。みなさんは、農業認定者やったら受け付けてはくれるけど、普

通の我々が出したら、農振に入っとらんけんで一番に宇多津は外される。私も二遍か三遍

出したんです、機械のを。何ぼか補助ができんかと言うたけども、そらできなんなと。ほ

んで、新しい谷川俊博町長に要望書を出して、何とか宇多津型の農業というんでふんでく

れんかというんでいたけど、悪いのは農業委員会からこれが受けられなんだんで、定員も

減って、新しい農業委員会になったけど、今委員長がおっしゃるように、前回のこれで町

へ要望書もいろいろ出して、できるだけ転換しよる方向性に持っていけないかな。現状で

指定というんでなしに、する人が、つくり手がおるんやったら、その人がどんどんと貸し

借りでつくっていけるような、簡単と言うたら失礼に当たるけど、そういう方向性にして

あげるほうがええんでないかと思う。ほんだけ、丸ごと宇多津町とかこの農業委員会が窓

口ならないかんのやないかというんは、これは私の考えなんです。そこら辺で協議してい

ただいたらと思います。 

○大坂委員 ほんな、この要望書は一応出しただけになる。 

○谷川委員 出したけど、回答は今んとこなし。 

○蛭子会長 なし。ゼロ回答やな。 

○宮本委員 この要望書も出されとんですか。 

○蛭子会長 それはもう１０年ぐらい前に出しとる。 

○谷川委員 出しとります。 

○宮本委員 ごめんなさい。私今回初めてで。これに日時が入ってないから、。 

○蛭子会長 これ１０年ぐらい前に出して。 

○蛭子会長 返ってきとる。ほんじゃけ、３遍か４遍かぐらいは返ってきとるんよ。直接

町長と口頭で話をして。 
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○大坂委員 どういう回答や。 

○事務局 回答ですか。 

○蛭子会長 ほんで、この２番目のとこだけは、今具体的に進んでると思います。 

○宮本委員 課長と雑談したときに、地籍調査やられてますから、なるほど。 

○蛭子会長 地籍調査は、具体的にもう１０年ぐらい前から出しとる。これは、谷川実町

長のときには私の名前で出しとんです。同じもんです。ほんで、会長もかわって、町長も

かわったんで、こういうな格好になっとるんです。 

○宮本委員 今の現状は、ほぼ無回答に近い状態ですよということですか。 

○蛭子会長  うん。ほやけ、農道整備と水路の改修、１番の、これについては本当に

微々たるもんやけど何メートルか何十メートルか、福田のほうは知っとるかわからんけ

ど、できるとしとる。ことし長縄手もあれするよういうよったけんのう、それは。そんな

感じで微々たるもんで。 

○谷川委員 だけ、１番の農道整備というんは、大体大方９０％できたの、これは。地籍

調査は今行いよると。ほやけ、この農業用水道とか公共以外の・・・というんも……。 

○蛭子会長 新たに出すんだと、これはまた名前も変えないかんけども、これけさないか

ん地籍調査やのしよるけ、しまいまで行ってしまうと思うき。 

○宮本委員 進行中ですね。 

○蛭子会長 進行中。鴨田川はなかなか進展。鴨田川も今しよんはしよんですけども。３

番目の公道以外の賠償もなと、これは入り口とか２番目とか中間とか最後とかで、回答書

をもらうんやけど。ほやけ、これはもう今度出しといて、名前変えたら。私の名前にし

て、ここを文章直して。 

○宮本委員 この有効性に対してはもうそういう議論で、次もう出しようよということで

いいですよね。 

○蛭子会長 若干直さないけん。 

○宮本委員 当然、会長の名前からあれ全部ね。そういうのはね。 

○蛭子会長 新たにつけ加えるもんもあれば、ここで議論をして新たにつけ加えていただ

いたら。 

○蛭子会長 じゃけん、ここで時間と日にちが合えば、町長呼んで直接答えももらうこと

もできる。ただ、町長も忙しいき、なかなかというわけにもいかん。 

○事務局 今お渡ししたのは、一応２６年に出した分に対して、これは私のほうが日付は
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入ってないですけどもデータとしてはお持ちしてる部分で、こういう返事を返してるとい

うのが赤書きしている部分でございます。 

○蛭子会長 ほやけ、ほとんど前へ進んどらんね。 

○宮本委員 検討したいというんは、今から始めようかなと。検討中というんは考えよん

じゃから。 

○谷川委員 検討中というて、事実上は地籍調査はしよるけんな。 

○蛭子会長 地籍調査だけはもう順次進んでおります。まだほやけど五、六年かかるんか

の、しまいまで行ったら。 

○事務局 五、六年じゃ済まん。 

○蛭子会長 済まんのか。 

○事務局 今がこの百十四の筋から向こうへ、西へことしやりじょるけん、宇夫階ぐらい

までやるのかな。多分来年ぐらいは、山下、本町ぐらいへ入っていくんかなと思いますけ

ど。 

○蛭子会長 もう街のほうへ。 

○事務局 もう先、街へ。 

○蛭子会長 山下へ行くんか。 

○事務局 状況的には、多分今年度したら今の予定は山下、本町、浦町関係になるかなっ

て思ってる、担当と話してそれで行こうかなって。筆数は、どうしても１人なんで筆数が

多いのと、宇多津町内も相当量切ったりあんなんしとる、切り張りがひどいんで、もめま

わるっりょる部分がよっけある。田んぼとかはここでこれやきと言うてすっと決まるんや

けど、道路の拡幅とか個人でのここちょこっと残っとる部分を切って売ったりとか買った

りとかという、境界はここやの、こっちやとかって、１人頭、もめなんだとしても１時間

前後は、道路に面しとったら３方は隣と境界せないかんとか、変にしたら４方境界せない

かんとかいろいろあるんで、それぐらいの時間をかけていくんで、それに図面をつくって

という話なんで、今回で１，０００ぐらいの筆数で行かないといけないです。 

○大坂委員 どっちにしても、１つずつのテーマを挙げて一続きの議論をせなんだら、こ

んなにぐちゃぐちゃ言ってみたって、なかなか前向いて行かん。 

○蛭子会長 そらいかん。 

○大坂委員 それからいくと、ずっとやったって行かん。 

○宮本委員 会長、どういうスケジュールを、極端に言うたらことしじゅうにやるとか、
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どういうスケジュールを考えて……。 

○蛭子会長 スケジュール、私の頭ん中へ描いとんは、１２月議会で提出したいと。 

○宮本委員 １２月議会で提出するんですか。 

○蛭子会長 先それまでに、ここへ出さないかんの、役場のほうへ。ほんじゃき、予算も

つけてもらわないかんき。ほんだら、執行部のほうは、町長のほうが予算つけてくれるん

か、町長のほうというんか金井さんのほうがその担当課のほうか、それ出してこれを出し

てね。それということは、来月にはもう２度目、打ち上げせないかんの、来月の末ぐらい

には。 

○宮本委員 １０月２０日の農業委員会でこれ全部……。 

○蛭子会長 １０月の農業委員会で打ち上げて、もうその日に出すのか、みんなで提出す

るのか、私と吉井さんぐらいで持っていくのかな。 

○宮本委員 だから、来月の農業委員会中までに議論を終えんだらいかんよということで

すか。 

○大坂委員 それは、この補助金交付要領の中身を検討せえということやろ。 

○蛭子会長 これはできるのかできんのかというて、農地中間管理機構ができるんかとい

う、個人農業型ではできるんかどうかという。ほやけ、最初言ようたのは夢みたいな話や

けど、夢にしたらいかんのやけども、網をかけて集団営農化して大きな田んぼにして、そ

こまでは考えておらん。とりあえず、個人農業でもう私たんぼしとないけど誰かしてくれ

る人おらんかいのというんで探しよる人を、今度は役場が広報みたいなん出したら、役場

へ言うてきたら、ほんなら誰かに役場のほうから世話して、この人に・・・、それの話や

な。 

○大坂委員 それをする前に、それの要領をきちんと検討したいということで。 

○蛭子会長 検討じゃない。出すんよ。 

○大坂委員 出すんやけん、出す前にこれがええかどうかの検討をして、具体的に進める

ことはその後の話やろ。 

○蛭子会長 具体的には出してからの話。後は、ほんじゃき役場のほうが、ここはちょっ

といかんぞと。この文章は悪いとか、この数字が悪いとか、ここはええとか、全部ええと

か、全部悪いとか、何か返事を回答をもらわないかん、こっちは。 

○事務局 私の中は大体打ち込んどんでわかっておるんですけども、多分期間がイの一番

にひっかかってくるであろうというのと、県、国に関しては農地１回につき１回のみ。じ
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ゃき、２回目とか３回目はございません。今のこれに関しては、読み方によれば、期間が

終わればそのまた次もらえるというような読み方になっているのは事実でございます。そ

こら辺の解消の仕方等々あるし、今農地中間管理機構であってでも最低６年です。農振地

域でです。これをするに当たっては、私のほうからの提案としては、最低でも農振地域で

６年で、農振がないところで３年というのは絶対あり得ない。多分うちとしては、そこら

辺を町長なりが言ってくる可能性は強いと思います。ほかのところは、農振以外のところ

は一切補助がないんですから、それと同じような取り扱いをした上でそのお金を出すとい

うんであれば、最低でも６年以上の年数を重ねないと多分無理であろうと。今中身を僕が

打っとるから知っとる話でございます。それは前にも何遍か僕お話多分したことが、前回

の農業委員会でもお話をしたんですけど、いや、もうええわっていうか途中で農業委員会

の事務局は出てくれということなので出て、最終議論、これ打ってくれというんでただ打

っただけで、私も打ちながら読んどるんで、内容的なもんはある程度知ってるというのが

実情でございます。 

○蛭子会長 町長のほうも、これ出しとるき知っとるんやけども、具体的な宙に浮いたま

まで回答はないん、町長のほうから。町長のほうがオーケーだったら、議会にもかけて予

算も取らないかんのやけど、それもないから、もう一遍農業委員会ここで節目交代しまし

たんでやり直して、やり直すかこのままか、一部きょう朝やり直したとこあるわな、文

章。ほやけ、この全体として、金井さんが言ようた数字も含めてどうするんかというん

も、できたら私はきょう上げたかった。ほやけど、今きょうと言うたら無理やけに、来月

には上げて、ほんで１カ月間は検討していただきたい。ほんで、１２月までには答えをい

ただきたい。ほんで、４月から発足させたい、私の頭の中はね。４月で発足さすのは、も

う１２月議会に上げないかん、そういう話になるで思うとるんです。とりあえず、これは

個人型やから。認定農業者とか法人とか、そんなん抜きの個人型。だけん、数字。字句は

一部だけ訂正するということが決まったんやけど、数字とかも含めて検討して、あとは理

事者側がどう判断してくれるかというふうに……。 

○谷川委員 ほじゃけ、事務局の金井さんがおっしゃったように、その分の貸し借りを入

れるというんは、これはこの中に入れてないやろ。 

○大坂委員 入っとるで。 

○谷川委員 どこで。 

○大坂委員 入っとる。これ、１４条に３年というて。 



- 26 - 

○谷川委員 わかった。３年とするというんがあるんか。これは、最低４年というんはめ

んどいんかん。 

○事務局 だけん、僕が思うんは、農振地域で６年ですよ。逆に言えば、農振地域は制限

かかってるんです、何も建てれないっていう部分で６年して、それで個人で貸して借りて

で２万円しか出しちょらんのにという話になれば、それよりもっとやわらかいところに２

万円ずつ出す、それは多分えらいと思います。逆に言えば、農振でないところ、ほかの

市、町の農振でないところは一切出ないんですから。さっきも一番最初に言うたように、

ある程度これをつくることによって、うちが見本になってほかのとこがわいわい言うたと

きに、そういうところ、ほかの市、町の農振になってないところ、ほなおまえ農振のとこ

ろ、わしらのところ、今度反発が出るんですよね。そういう部分も含めた上でのお話で

す。最低でも農振部分というのはクリアしておかないと、２万円出す価値っていう部分で

いくと、クエスチョンかなというふうに僕は思います。初めはうち、これはここだけの話

ですけど、松井課長とお話しようたときには８年ぐらいかのというお話はしよったです、

ちょっと重目でね。何もないところにお金を出すんですから、農振地域で６年ていう部分

だったら、農振でないところは８年ぐらいかのっていう。これは表にも出てない、今皆さ

んにお話はするけれど、これはあくまで僕と課長とのそれを答案を町長からもらって見た

ときの部分で、おまえ農振地域って何年かのというて、いや６年ですよっていうお話で。 

○宮本委員 少なくともこれ、立地条件等考えて６年以上とすると入れるのが最低の、６

年以上とするというな文章に変えないと、最低でもクリアできないよということを言われ

ないと。 

○蛭子会長 そういう今金井さんが説明したようなんが、前回の農業委員会のときにあっ

たらよかったんやけど、なかったから。 

○事務局 僕言うたで。その後にすぐに事務局は出てくれっていう話でもめて事務局は出

たから、そこでその後はもうどやん話ししたんか僕は知らない。 

○蛭子会長 話し合いがあったんか。 

○事務局 それは前のときに。 

○谷川委員 事務局がおっしゃるんと町の分は話をわかるに、我々この３人は。ほやけ、

宇多津の財政が豊かなけ、宇多津は地形的に発展するんにゃ今いうおっしゃるとおり、ど

んどんたって宇多津はもうすぐ宅地になっていきよる。ほんだから、６年というたら長い

やと。ほたら、半分にせえと言うたんよ。３年、３年やったら、もう３年間田んぼした
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ら、おまえもう３年間田んぼで辛抱せえと、４年目には宅地にせえとかというて話ができ

るでしょ。我々はそのときにそういう考えを持ってる。地形的に、ほいで財政も豊かやけ

ん。 

○宮本委員 現状もね。 

○谷川委員 それで、宇多津抱えて、宇多津がよその市町村からうらやまれるような町に

したらどうやというんが、私古い農業委員会の考えやったんや。ほやけん私は３年という

この言葉を出したんです、年数は。 

○宮本委員 例えば、原則６年以上という文章に変えることもできるわけですか。 

○谷川委員 そらできる。そやけ、６年は長いけん、私としては４年ぐらいでどうやろう

かの、そういうなんを協議をしていただいて。 

○蛭子会長 ほやけ、新たに出すきに、これを数字とか字句もそうやけど、変えるんは今

は何ぼでも変わる。 

○谷川委員 変えられる。 

○宮本委員 ただ、今回初めてこれを読んでええという話、過去の経緯の積み重ねが当然

集まっとるわけですよ。町は町の意向を持っとるように、事務局さんはそういうようない

ろんな意見を聞いておるよ。やっぱり、これみんなで議論してやってつくり上げるんであ

れば、僕が会長にスケジュールはどうなんですかと言うて、結構タイトなスケジュールじ

ゃないんかなと個人的には思います。私とかの意見が入ったところで、いや、宮本君、こ

ういうふうに前があるからというのもあるよという話で、これを１番ずつ詰めていくのは

非常に厳しいなと思うんですけど、さあやるとすると極端に言うたら半日がかりぐらい以

上かかるかもわかりませんけど、どうなんですかね。いつもの、例えば今度１０月２０日

に集まってわずか１時間とか２時間で仕上げようと思ったら、これは難しいんかなという

ふうに思うんですけど、どうします。大坂さん、どう思います。それまで皆さんで熟読し

ていただいて、私ら教えていただきながら、あんなんしてその場で決めていくという形に

はなろうかと、個人的にはそういうふうになろうかとは思ってますけど。 

○蛭子会長 これは私の頭だけの話じゃったけん、４月から発足したいというのは。来年

の今から半年後に、５カ月あるからともに発足したい。それには、１２月議会は通さない

かんやろというな思いがある、逆算でいったら。そしたら、１０月には打ち上げなんだら

間に合わんという。そんなん大丈夫、４月にこだわらんがと、時間かけてしたらええがと

いうんやったら、そらもうずるずるずると延ばして何遍なしにしても構んのやけどな。こ
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れやって２年かかってつくったもんだから。 

○宮本委員 だから、いろいろあったですよね。それなりに皆さんの知恵を出してこうい

う文章にしたん……。 

○蛭子会長 それなりに、私が思うには２年かかって１５人でつくったもんやから、今半

分になったんだけども、これをそれなりに期間のとこだけ修正して、若干修正するとこは

修正して出したらどうかなと私の思い。 

○宮本委員 わかりました。 

○蛭子会長 今、田んぼどなんなっとんかというたら、農地の地主さんで田んぼしてない

方が宇多津町内でもたくさんおる。ほんで、私とか谷川さんとか池田さんとこへ田んぼし

てくれんかというて、個人で対応できて、ほんな個人で話をして、よっしゃほんなしてあ

げろとかせんとこうとかというて話しょうるね。ほんで、誰かがほかに田んぼしてくれる

人おらんやろか、さっきまで田んぼ貸してくれる人おらんやろかというんが最近うち来ま

した、若い人で。そん中でも最近１件だけやけど、田んぼ貸してくれる人おらんやろかと

いうてきたんがある。そんな話で、個人個人の話でなしに、それを町で全体で乗せてした

らええんでないかという話から、それと国が４年前からスタートしとる。宇多津町だけが

おくれとる。もう４年もおくれとるんで、私も急いどるんや。ほんまは国と一緒に同時ス

タートしたら一番よかったんではないかと思うけども、国や県がもうスタートできとるん

で、宇多津がおくれとるんで、今金井さんの言われた数字のところとか、３年か６年か８

年かというんは別に。それと金額がええのかどうか、国と合わせとる金額でええのかどう

かというなんも含めて議論をしたら、来月には打ち上がるんでないかに私は簡単に思うと

った。大幅にやり直しやというようなことにはならんというに思うとったけん、２年かか

ってしとるもんやから。 

 どうやろ、谷川さん、日程的には。 

○谷川委員 いやいや、そら今会長がおっしゃるように、私も年数は今事務局がおっしゃ

るように、前回は３年と言うとんが、これは６年がええんか８年かというんはええけど、

今もう県がしよる農振の貸し借りとか中間管理機構、これを県並みのしよるとおりに宇多

津町もしてやるという、そういう答えを出していただきたい。中身はどういうようになる

か、そらわからんけど、そら事務局がおっしゃる３年というと、そのままあんたら言うん

もとらんも確かに短い期間で、我々がいるほうをしても無理やというてもおかしくはない

けど。ほんだけども、私のほうとしては、今宇多津は地形的にええきに、６年間どうして
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も田んぼで縛るより半分でやったら、３年田んぼして４年目に宅地なら宅地にしたらええ

がと言えるような、これも一つのあれと違うかいなと思う。そらもう、財政が宇多津では

ぴりぴり言ようるというのには無理はできんけど、今んとこ聞きよったらえらい新都市か

らもええ収入が上がるように聞くけん、そんな面で３年というんは、事務局さんも知っと

るとおり、皆さんにもそういう意味で３年という年数を出したというわけなんです。 

○蛭子会長 答えが今、さっき金井さんのほうが６年やと言うんやったら、それやったら

３年で行くんだったら、例えばここの２万円を１万円にするがと、それでどうやるかとい

うな話もするんだったらまた別やけど、今はもうそれもないきに、３年に……。 

○谷川委員 ３年で２万円よりか、３年で１万円、極端もう３年、３年というたら６年で

２万円というたら県の方針と一緒にうまくいくんですよ。 

○事務局 さっき言うたように、２遍とは出ないんで。 

○蛭子会長 そこはポイントやな。 

○事務局 だから、それも議論の中でせないと、県、国に関してはもう１遍出したとこに

関しては１遍しか出ないと。だから、さっきも言うたように、この文章を読むと、３年済

んだ、また借りたというたらまた出るっていうような認識の文章ですから、そこやってど

うするのかとか……。 

○大坂委員 経営転換協力金というんは……。 

○事務局 だけ、丸ごと全部、自分の持っとる田んぼを全部やった場合。 

○谷川委員 ８反持っとるんが８反は・・・、全部任すと言うたときにこれが出るという

こと。 

○蛭子会長 ほやから、もう全部谷川さんに任すからと。 

○大坂委員 ５反超えて２町までやったら５０万円、ほんでしたもふえる。集積補助金貸

して。 

○谷川委員 そらもう一つしか出んの、それは。３つともは全部出らんで。 

○蛭子会長 さあ、ほんなどうしますか。これ、もっと時間が要るんやったら……。 

○大坂委員 町自体がこういう事業に取り組んでいきたいんかどうか。 

○蛭子会長 行きたいと言うたで。 

○大坂委員 行きたいと言うた。ほんだら……。 

○蛭子会長 宇多津型でやる、農地中間管理機構で。 

○大坂委員 取り組みたいんであれば、言うたらこれをたたき台にして協議していかんか
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という話したらええんとちゃう。 

○蛭子会長 一番簡単なんは、国が出しとる、県が出しとるやつ、そのまま丸写しで出し

たら一番簡単なんやけど。 

○事務局 これ、はっきり言うて、県の中間管理機構のほとんど丸写しなんです。それを

宇多津町という部分で名前を変えてるだけなので、ある程度は今の農地中間管理機構の実

施、支援、集積の要綱をそのまま、実際初めは僕がつくっりょったんで、その中でのたた

き台というふうに僕は思ってたんで、こういうんでどうですかっていうんで会長と当初話

しよったんが、さっきも言うたように、途中からこれが本線になってしまってる部分でご

ざいます、はっきり言うて。 

○蛭子会長 ６割方一緒や。数字は変わっとるな。大きく変わったのは金井さんが説明す

る６と３から下が大きく変わっとるんやけど、ここらの……。 

○事務局 この下にはまだずっとあったけど、それはもう宇多津町には関係ないというこ

とで全部私が飛ばしてる部分で、初めの案件は私のほうでつくっじょった案件でございま

す。 

○大坂委員 後ろの日付はのけとかないかんわの。 

○谷川委員 日付のほうは、それは別に新しい日付をとっとと変えていかないかん。 

○大坂委員 それで、町長とこういった内容で、これから協議を練り合わせていくという

話でええんと違う。町は町の考えがあるし、耕作者は耕作者の考えもあるし、そこらあた

りで一緒に協議したほうが早いで。こっちだけ考えてからええや悪いやと言うたって。 

○宮本委員 金井さんは、そんなスケジュールでいいんですか。例えば、極端な話、これ

を皆さんでもう異議なしとこれできょう決めますよ。それで、今大坂さんが言うたよう

に、町のほうと協議をしながらやっていって、それで１２月の会長が言われる予算化とい

うスケジュールに乗るんですか、町の。 

○事務局 多分無理でしょ。 

○宮本委員 無理ですね、多分。私、そう思います。 

○事務局 多分無理です。そんな簡単にはい、そうですか、ほんならもらいました、それ

をそのことっていう、さっきも言うたように、うちの案としても、今言うたように、善通

寺行ったり、綾川行ったりしての機構並みの独自の事業をやじょうるとこの話を町長から

は聞きに行けという指示を受けておりますので、今聞きに行ってる部分ですから、これに

するのと合致さすためにはどういうふうにしなければいけないのかというお話を、そんな
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１カ月そこそこでまとめれる当てもございません。 

○宮本委員 僕はそう思う。 

○蛭子会長 わしもそう思う。ほやけん、わしが言うんは、どこがいかんきん、ここをこ

ないせんかというものを出してくれたら、今言う具体的には３年がいかんきん６年という

ような話が出たけど、ここの文章はここがいかんというに出てきたらこちらもまた修正で

きるわけや。 

○事務局 だけん、そこにはほんだきに、うちの案的な中間管理機構的な独自機構ってい

う案も町長の中にはあるから、僕らに善通寺に行ったり、綾川がそういう公社みたいなも

のをやじょるから……。 

○大坂委員 調べたことを調合したらいいんや。 

○事務局 それはほだけど、組み合わせもしないといけないので、文章的には私は持って

るんで、この文は。今善通寺は、この前うちの課長、それからうちの福田、私で、どうい

う運営の仕方をしてるのかというお話で、聞きには行ってます。ただ、綾川町に関しては

まだ行けてないので、もう議会が済んだんで。 

○蛭子会長 それと、そういう話が煮詰まってくるんだったら、私たち農業委員会として

も向こうへ研修に行ってもええわけや。善通寺でも綾川でも構わんのや。どなんなっとん

やという話を行ってでも別に構わん。 

○大坂委員 それは、行っとんやったら町に教えてもろうていいんじゃない。わざわざ行

ってから、あえて手広げてよそのほうまで行って宇多津町何ができよんやというようなこ

とせんでも、金井君が行ったり課長が行って聞いてくれるんやけ、その分を……。 

○事務局 今、善通寺は、その中で公社と中間管理機構の人が一体化となって農振以外の

ところもたまに来るじゃないですか、こっちに。来たら別のとこへ公社のほうへ振って、

逆に公社に来て農振地域だったらこっちへ振ってとかというんで、別の職員がおるのでそ

ういう対応を調整しながら、ほんなら農振除外のところに関してはこっちに、地元でもと

もとおる人は、これだったらこの人に近くで貸したらっていう話ができるので、中で調整

して話持っていってというふうなやり方をしてるようです。ほんで、その借り手がない分

に関しては、年２回公社の部分がシルバーに委託して草刈りしてもらったりということで

遊休農地にしないようにっていうことで管理はしてるみたいです。 

○蛭子会長 公社が費用を払うん、草刈り賃は。 

○事務局 その分費用もらいよんで、地権者からね。何ぼか金額まではあれで、たしか何



- 32 - 

か文書はもらってたんで、何ぼかもらってるはずです。そうしないと運営ができないの

で。綾川はそれよりもう一つ上行ってるみたいです。今のここの農協さんみたいに、支援

グループみたいなんをつくって田んぼを耕す。そこは草刈りだけですけど、トラクターも

常備してオペレーター雇って、耕うんしてもらったりというんでやってるみたいです、借

り手がつくまで。 

○蛭子会長 農協もしとるわな。 

○大坂委員 農協のあれがある。 

○事務局 ほんだから、そういうんを綾川のを聞いたら、うちも逆言うたら公社なりにな

るんであれば、あくまで想定外の話になるかもわかりませんけども、農協さんの支援グル

ープのメンバーを逆にその公社の中へ入れ込んで、公社で誰か１人トップつくってとかと

いう話もできんことはない。ほんなら、農具、機具も公社に買わせて、農協さんからの支

援する分をそっちに振ったらある程度運営もできるし、また支店長もしょっちゅう出てい

っとるからそういう部分もあるし、それは話どやなるかわかりませんけどもそういうんも

してる、方法としては、話持っていくのに。今ここでしよんが阿野さんや末包さんや皆さ

ん、多分ここで支援のグループで農協さんの手伝いをしてるはずなんで、そういうメンバ

ー、農協さんと話ししてそういうグループをもし宇多津町がそういう機構並みの部分の公

社をつくるんであれば、そこでトラクター、こっちのオペレーターして農協へ全部、それ

は受けるんは農協さんに受けてもらったりして、これ来とるでっていうそういうやりとり

をして支援していくとかという方法もあると。農協は綾川はそういう分をしよるらしいで

す。それも全部は雲の上なんで、まだ話聞きに行ってないんで、何とて善通寺よりは大き

目でやっじょるらしいんで、そういう話もあるということです。 

○蛭子会長 時間かけてやるんだったら、そんな話も勉強してもええんよ、私たちのほう

も。来てもろうてもええ。来てくれるんやったら、ここへ来てもろて話してもろうてもえ

えし、私たちが行っても構わんし、それはアポはとれると思う。ほんだき、どっちにして

も３月無理やった、来年の４月は無理やったら、時間かけてやるようにしよう。 

○事務局 一遍どっちにしても皆さんに熟読していただいて、個々の思いがあると思うん

で。前任者１４名様の分でつくり上げた部分です。今はもう皆さんが主導権を持っておる

ので、その中でそれを見ながら、ここは俺としてはっていうんであれば、それを会長に意

見として出していただいて、それ直す、直さんの話を来月させていただいたらよろしいと

思う。 
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○蛭子会長 きょうは、吉井さん、もうそれでええかな。きょうはもうこれ以上しても。 

○宮本委員 会長、そしたら、来月の農業委員会で皆さんが事前検討していただいて、皆

さんの意見を持ち寄って、そのときに私個人的な意見としては、金井さんのほうからの当

然助言なりこういうあれがありますよという意見を集約して、来月の農業委員会で決定す

ると。そうすると、１２月の議会に何とか間に合わすような方向にも向けていけるよと。

その次に、紆余曲折は多分何か出ると思うんで、それはまた会長なりの話で皆さん集まっ

て修正するなら修正するし、そういう対応・・・。 

事務局 それと、議論の話があるので、逆に言うたらいつも９時半ですけども９時ぐらい

のスタート、３０分早うしてということも可能なので、来月それにするんであれば、ここ

で来月は９時スタートということで決めていただくかなと思いますけども。 

○蛭子会長 それと、金井さんのほうお願いしたいんは、今言う善通寺やら綾川の文書が

あるんやったら、ここへコピーをもろてきてもろうて、みんなに配っていただいたら参考

にもなると思う。 

○事務局 善通寺はもろうてきとるの、パンフレット。綾川はほんだけまだ行けてないん

で、早目に行くようにします。 

○蛭子会長 コピーもろうてきて。参考にしませんから。 

○宮本委員 それも要るようですね。 

○蛭子会長 善通寺もろうてきたんだったら、今もう一つの宿題で読んどってくれという

て配っとってもええ。 

○事務局 今、探さないかん。 

○蛭子会長 ほんな、もう来月でええな。 

○宮本委員 つき合わせながらやっていただいたら。 

○蛭子会長 ほんな、来月、９時にします。 

○宮本委員 補助はしょうらんの。 

○事務局 公社は補助はしょうらん。補助はしょうらんけん、内容はもう合致せん。 

○吉井委員 耕作放棄地の勧告はしよる。 

○事務局 勧告はします。利用状況調査でしょ。 

○吉井委員 いやいや、草生えとったら刈れとかそんなん。 

○事務局 地元から来た苦情に関しての草刈りとかあんなんは、文書は出してます。 

○吉井委員 定期的に出しよる文じゃないの。 
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○事務局 定期的ではないです。その都度皆さんから情報をいただいて、現地確認行っ

て、草が生えて虫がようけ飛ぶでどうにかしてっていうお話がうちに来た場合に関して、

現地を見に行って、文書で農業委員会会長名で、草刈りをしてくれというようなことで、

文書をその都度出しております。 

○吉井委員 地元のほうはがいに伸びてないんも、連絡してもらいよんよ。ようけのびと

るんもあるけんの。 

○事務局 それ、言うてくれたら、現地へ見に行って文書出すようにします。 

○蛭子会長 ただ、文書出すやろ、会長名で。それで草刈ってくれたらええんやけど、中

には県外のほうでおってそななん知らんぞという人もおるじゃろ、中に。 

○事務局 おります。だけど、そこまでの権限ないですから、文書の忠告ぐらいまでのあ

れしかないので。 

○宮本委員 だから、罰則規定も当然ないし、いわゆる強制力がないから、それは良心に

性善説でやってくださいと。 

○蛭子会長 草刈ってくれませんかとお願いするだけの話で。 

○事務局 そうです。 

○蛭子会長 そら、費用でも役場が出してくれるんやったら刈ってくれたらええがという

ような。費用自分で出さないかんきな、自己負担やきに。 

○宮本委員 空き家対策と一緒です、全く。 

○事務局 そういう部分、連絡いただいたら現地は今言うたように見に行って写真撮っ

て、それで文書を会長名で出します。 

○蛭子会長 そしたら、きょうの話はそういうところで。 

 そのほかに何かありませんか。来月引き続いてもう一遍話を９時から農業委員会する。

大丈夫、これ。２０日でええの。 

○事務局 はい。金曜日です。 

○蛭子会長 ほかには、その他で。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○蛭子会長 なかったら終わりますけど。 

 そしたら、お疲れさまでございました。終わります。 

            午前１１時０７分 閉会 

 


