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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 担い手対策特別委員会報告について 

報告第３号 農地法第 18 条第 6 項の規定による通知について 

議案第１号 農用地利用集積計画の決定について 

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 利用権の設定を受けたい旨の申し出について 

議案第４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５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 10 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９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５番千葉委員、６番渡邊委員の

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 

    10月 14日年金協議会パークゴルフ大会、10月 15日担い手対策

特別委員会に出席しております。 

日程第３、報告第２号担い手対策特別委員会報告について上程

いたします。 

    この件につき大西委員長より報告願います。 

 

大 西 開催日時・場所と出席者は１ページの記載のとおりです。 

去る、10 月 15 日に特別委員会を開きましたので報告いたしま

す。協議事項は、今年度の利用状況調査についてであります。本

年４月の農地法改正により、利用状況調査を行った後の対応が変

更になっております。簡単に言いますと、利用状況調査を行った

のちに、所有者に利用意向調査を実施することになります。そこ

で、所有者から貸したい・売りたいと言う希望が出てきた場合、

実質的に農業委員会で相手方を探すことになります。昨年調査し

た農地については、各委員さんから貸し借りや売買に結びつける

のは難しいという場所がほとんどでした。したがって、今年度の

現地調査については、賃貸や売買に結びつけうる、言い換えれば

農業委員会で相手方を見つけうる農地を重点的に調査したいと

思っています。また、新任の委員さんには耕作放棄地等の現状を

把握してもらうため、昨年調査した場所も含めて、今年度の調査

を行いたいと思います。日程の調整と調査地の選定については、

後ほど協議させていただきますのでよろしくお願い申し上げま

す。 

 

議 長 ただ今、委員長から報告がありました。 

この件に関し質疑ございませんか。 

（なしの声） 

無いようですので、本報告につき了承することにご異議ござい



ませんか。 

（異議なしの声） 

全員異議なしと認めます。特別委員会報告を了承することとい

たします。 

日程第４、報告第３号農地法第 18 条第 6 項の規定による報告

について上程いたします。 

朗読願います。 

説明願います。 

 

局 長 本件は、合意解約の通知であります。その１は貸主○○さん、

その 2 は××さん、借主はいずれも△△さんで、平成 26 年 12 月

31 日までの賃貸借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。なお

本件は、引き渡し期限前６か月以内に成立した合意解約なので農

地法第 18条第 1項の許可は不要であります。 

 

議 長 この件に関し質疑ございませんか。 

（なしの声） 

    無いようですので、報告第３号を終了いたします。 

日程第５、議案第１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。 

説明願います。 

 

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、基盤強化促進法に基づき本総会で審議・決定を行い、町

に通知することになります。本計画は、農地売買等事業により、

北海道農業公社所有の農地を○○さんに賃貸借するものでありま

す。場所については、７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。 

    計画案が適当であるとして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。なおこれは千葉委員に関する案件であり、議事

に参与できませんので退席願います。 

    朗読願います。 

    説明願います。 

 

局 長 本件も農地売買等事業により、北海道農業公社所有の農地を○ 

○さんに賃貸借するものであります。 

    場所については、７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。 

    計画案が適当であるとして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７、議案第３号、利用権の設定を受けたい旨の申し出に

ついて議題といたします。 

朗読願います。 

説明願います。 

 

局 長 本件は、利用権設定の申し出であります。 

その１は９月 11 日付けで認定農業者、○○さんから賃貸借ま

たは売買での利用権設定の申し出で、規模拡大のため 20ha を△

△で希望しております。その２は９月 25 日付けで認定農業者、

××さんから賃貸借または売買での利用権設定の申し出で、規模

拡大のため 10ha を□□で希望しております。なおこの２件につ

いては９月の農地中間管理事業の借り手募集に際し、応募があっ

たもので、この時に併せて農業委員会に対する申し出も行っても

らったものであります。参考までに今年度の中間管理事業の借り

手応募状況については別紙をご覧ください。6 月と９月に借り手



募集を行いましたが、6月３件、９月７件で計 10件の応募があり

ました。今後中間管理事業又はあっせんのどちらでも対応できる

様、農業委員会にも申し出をしてもらっています。 

 

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、希望条件に合う農地があれば調整を進めるとい

うことで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。 

本件については、利用権の調整を行うことといたします。 

日程第８、議案第４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、林委員に関する案件

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。 

説明願います。 

 

局 長 本件は、先ほど報告した合意解約の通知の案件で、賃貸借を終

了し、農地法第３条により売買の申請をするものであります。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。図

面は 26ページに載せてあります。 

 

議 長 これより質疑に入ります。 

質疑ございませんか。無いようなので質疑を打ち切ります。 

本件は現地調査を行うため、審議保留といたします。 

日程第９、議案第５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。 

説明願います。 

 

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。そ

の１は、○○の××さんからの申し出で、場所は 29 ページと 30

ページの図面のとおりであります。その２は、滝上町長からの申

し出で、この町有地ついては、昭和 5 年に旧内務省から滝上町が

買い受けたものであり、平成 12 年までは農家に貸し付けておりま



したが、その後は貸付希望者がなく、また町としても具体的な利

用計画がないまま相当な期間が経過したため、荒地となっており

ますが、今回、林務関係の事業を実施することにより、土地の有

効利用を図ることといたしました。当該地は、農業振興地域の農

用地区域外にあり、農業上の利用を確保すべき土地には含まれて

いないことも事業実施地として選定したものであります。本現況

証明は、滝上町が実施する事業に関するものですので計画の概要

を林政課長が説明しますので、よろしくお願いいたします。 

（林政課長説明） 

 

議 長 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

    本件は、現地確認が必要ですので審議を保留いたします。 

    それでは現地確認のため休憩といたします。 

（休      憩） 

 

 休憩を解きまして会議に戻します。なおこれは、林委員に関す

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。 

議案第４号、農地法第３条の許可申請２件について、審議を保

留にしていましたが、この件について意見を求めます。瀬川委員。 

 

瀬 川 只今、全員で現地を見て参りましたが、２件とも農地法第３条

の申請は許可してよろしいかと思います。 

 

議 長 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しました。 

 

続きまして、同じく保留としておりました議案第５号、現況証

明願いその１・その２について意見を求めます。張間委員。 

 

張 間 現況証明願いその１、その２について、全員で現地を見てきた

ところ、問題はないので現況証明を出してよろしいか思います。 

 

議 長 ただ今の意見は、証明書を発給してよろしいという意見ですが、

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９回農業委員会総会を 

終了いたします。 


