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議事日程 

 

報告第１号 会長の動向について 

報告第２号 農地法第 18 条第 6 項の規定による通知について 

報告第３号 あっせん報告について 

議案第１号 農地法第３条第６項の規定による報告について 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第４号 あっせんの申し出について 

議案第５号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第６号 現況証明願いについて 

会議の経過 別紙のとおり 

 

 



議 長 在任委員１３名、出席委員１３名、出席委員が在任委員の過半

数に達しておりますので、会議規則第８条の規定により会議は成

立いたしました。 

 

    これより、第４回農業委員会総会を開催いたします。 

 

    日程第１．会議録署名委員の指名を行います。 

    会議規則第１０条の規定により７番瀬川委員、８番林委員の両

名を指名いたします。 

 

    日程第２．報告１号．会長の動向について 

    4月 1日 農業委員会事務局人事異動に伴う辞令交付 

         役場 

    4月 7～8日管内農業委員会連合会総会 

         北見市・局長随行 

    内容についてですが、平成 27年度の事業報告及び収支決算 

の承認、28年度の事業計画と収支予算の決定をしております。 

事業として、今年度も５月下旬に全国農業委員会会長大会 

及び国会議員への要請活動等を行うことになり、私も参加す 

る予定になっております。 

総会後、地区別農業委員会会長・事務局長会議が開催され、 

平成 29年度に向けた農業関係の予算や政策についての要望、 

改正農業委員会法の施行状況について審議、研修等をしてお 

ります。また、オホーツク優良農村青年の表彰が行われ、本 

町では、西田せいじさんが表彰となり、本人欠席のため私が 

代理受領してきております。 

詳細につきましては、事務局に資料を置いておりますので、 

お目通しいただければと思います。 

以上簡単ですけれども報告といたします。 

 

    日程第３．報告２号．農地法第 18条第 6項の規定による通 

知について上程いたします。 

朗読願います。(係長朗読) 

    説明願います。（局長説明） 

 

局 長 本件は、農地法第 18条第 6項による合意解約の通知であり 



ます。 

 その１は、貸主○○さん、借主××さんで平成 29年 3月 

31日までの賃借権を農用地利用集積計画により設定してお 

りましたが、今回当事者間の合意により解約するものであ 

ります。場所については、議案の 19ページに図面をつけ 

ておりますのでご確認ください。 

 その２は、貸主○○さん、借主××さんで平成 35年 12月 

31日までの賃借権を農用地利用集積計画により設定しており 

ましたが、今回当事者間の合意により解約するものでありま 

す。場所については、議案の 21ページに図面をつけておりま 

すのでご確認ください。 

 なお、本件は、農地法で定めた合意解約の要件を満たして 

いるため、農地法第 18条第 1項の北海道知事の許可は不要で 

あります。 

 

議 長 ただいま、報告のありました件について質疑ございませんか。 

    （なしの声） 

    無いようですので本報告を了承することで、ご異議ございませ

んか。 

    （なしの声） 

    全員異議なしと認め本報告を了承することといたします。 

    日程第 4．報告第３号．あっせん報告について上程いたします。 

    第１回総会であっせんすることに決定しておりました件につい

て大西委員より報告願います。 

 

大西委員 平成２８年第１回農業委員会総会であっせんすることに決定

しておりました、〇〇さんから申し出のあった農地の売買に係

るあっせんについて報告いたします。 

     相手方を××さん、□□さんとしてあっせん委員会を行いま

した。 

     結果、××さんと農地面積 390,538 ㎡、売買価格 13,200,000

円、□□さんとは農地面積 99,790㎡、売買価格 2,450,000円で

調整がつきましたので報告いたします。 

     なお、□□さんは農地保有合理化事業の実施を希望しており、

今後とり進めていきますので、よろしくお願いいたします。 

 



議 長 ただいま、報告のありました件について質疑ございませんか。 

    （なしの声） 

    無いようですのであっせん報告を了承することで、ご異議ござ

いませんか。 

    （なしの声） 

    全員異議なしと認めます。あっせん報告を了承することといた

します。 

 

議 長 日程第５.議案第 1号 農地法第 3条第 6項の規定による報告に

ついて議題といたします。 

なお、これは日野委員、〇〇委員に関する案件ですので議事に

参与できませんので退席願います。 

朗読願います。(係長朗読) 

    説明願います。（局長説明） 

 

局 長 本件は、平成 26年 5月 23日付けで農地法第 3条により賃 

貸借の許可をした件につき、滝上町農業振興公社から農地等 

の利用状況につき、報告があった件であります。当該公社に 

ついては、農業生産法人以外の法人であるため、農地法第 3 

条第 6項の規定にもとづき、毎年度農業委員会への報告が義 

務づけされているものであります。報告の内容ですが、賃借 

している土地 57,344㎡の内、54,500㎡にサイレージ用トウモ 

ロコシを作付、270トンを生産しており、反収は、4,954㎏と 

なっております。この作付により周辺の農地に影響を及ぼし 

ていることはなく、地域内の農業者との役割分担についても 

特に問題はありません。耕作に常時従事する役員は、代表取 

締役の××さんで、事業の年間従事日数は、150日となって 

おります。 

 

議 長 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    （なしの声） 

    質疑を打ち切ります。本報告を了承することにご異議ございま

せんか。 

    （なしの声） 

    全員異議なしと認めます。本報告を了承することといたします。 

 



 

議 長 日程第６.議案第２号 農用地利用集積計画の決定について議

題といたします。 

朗読願います。(係長朗読) 

    説明願います。（局長説明） 

 

局 長 本件は、農用地利用集積計画案であります。 

    計画の作成につきましては、町長から事務委任を受けておりま

すので、事務局作成の計画案を基盤強化促進法に基づき本総会で

審議・決定を行い、町長が公告することになります。本計画は、

先ほどあっせん報告があった○○さんと××さんとの売買につき

集積計画をたてるものであります 

    場所については、13ページの図面を参照ください。 

     

議 長 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    （なしの声） 

    質疑を打ち切ります。 

    この計画案が適当であるか否かについて意見を求めます。 

    （なしの声） 

    計画案が適当であるとしてご異議ございませんか。 

    全員異議なしと認めます。 

本件は計画案が適当であると認めることに決定しました。 

 

議 長 日程第７.議案第３号 農用地利用集積計画の決定について議

題といたします。 

    なお、これは○○委員に関する案件ですので議事に参与できま

せんので退席願います。 

朗読願います。(係長朗読) 

    説明願います。（局長説明） 

 

局 長 本件は、賃貸借の期間満了に伴う集積計画の更新であります。 

    場所については、16ページの図面を参照ください。 

 

議 長 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    （なしの声） 

    質疑を打ち切ります。 



    この計画案が適当であるか否かについて意見を求めます。 

    （なしの声） 

    計画案が適当であるとしてご異議ございませんか。 

    全員異議なしと認めます。 

本件は計画案が適当であると認めることに決定しました。 

 

    日程第８．議案第４号．あっせんの申し出について議題といた

します。 

    朗読願います。（係長朗読） 

    説明願います。（局長説明） 

 

局 長 本件は、あっせんの申し出であります。 

    その１は、４月５日付けで○町、○○さんから先ほどの報告で

合意解約した農地を売りたい旨の申し出であります。 

    場所は、19 ページの図面のとおり、××さんの住宅の町道を挟

んで向かい側の農地であります。 

 

    その２は、４月５日付けで○○さんから先ほどの報告で合意解

約した農地を売りたい旨の申し出であります。 

    場所は、21 ページの図面のとおり、○○宅の奥の農地でありま

す。 

 

議 長 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    （なしの声） 

    質疑を打ち切ります。 

    本件について、あっせんすることでご異議ございませんか。 

    （なしの声） 

    全員異議なしと認めます。 

本件はあっせんすることに決定しました。 

次に、あっせん委員は、会長指名でよろしいですか。 

（異議なしの声） 

    異議なしと認めます。あっせん委員の指名を行います。 

    あっせん委員に○番○委員、○番○委員、○番○委員を指名い

たします。 

議 長 日程第９.議案第５号 農地法第 3条第 1項の規定による許可申

請について議題といたします。 



    なお、これは○○委員に関する案件ですので議事に参与できま

せんので退席願います。 

朗読願います。(係長朗読) 

    説明願います。（局長説明） 

 

局 長 本件は、農地法第 3条の許可申請であります。 

   ４月 15日付けで貸主 ○○さん、借主 ××さんで賃貸借の許可

申請がありました。 

    場所については、29 ページの図面のとおりとなっております。

なお審議の際には別紙「3条の許可基準表」をご参照ください。 

     

議 長 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    （なしの声） 

    質疑を打ち切ります。 

    本件については、昨年 10月に現地を見ておりますので今回 

   は省略いたします。 

    （休憩をとり意見を述べる者を決める） 

 

    休憩を解き会議に戻します。 

    この件につき意見を求めます。 

    （○○委員意見述べる） 

    ただ今、許可してよろしいとの意見がありましたが、ご異 

議ございませんか。 

（異議なしの声） 

    全員異議なしと認めます。本件は、許可することに決定い 

たしました。 

     

 

議 長 日程第 10.議案第６号 現況証明願いについて議題といたしま

す。 

朗読願います。(係長朗読) 

    説明願います。（局長説明） 

 

局 長 本件は、現況地目に変更するための現況証明願いであります。 

   ４月 15日付けで○○市 ××さんからの申し出で、場所について

は、32 ページの図面のとおり、四区□□さん宅の国道 273 号を挟



んで向かいの土地になります。 

    

議 長 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    （なしの声） 

    質疑を打ち切ります。 

    本件は、現地調査が必要ですので審議保留といたします。 

    それでは、現地確認のため休憩といたします。 

    (休憩) 

議 長 休憩を解きまして会議に戻します。 

    議案第６号について審議いたします 

この件について意見を求めます。○○委員 

    （○○委員意見） 

議 長 ただいま、証明書を発給してよろしいとの意見がありましたが、

ご異議ございませんか。 

    （異議なしの声） 

    全員異議なしと認めます。 

    本件は願い出どおり証明書を発給することに決定いたしました。 

 

 以上で全議案が終了いたしました。これで第４回農業委員会総会を終

了いたします。 

 

 


