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更別村農業委員会議事録 

 

 

 令和3年 第5回 更別村農業委員会定例総会議事録を次のとおり作成する。 

 

                     令和3年5月21日 

更別村農業委員会会長  道 見 克 浩 

 

 

１．開催状況 

 

(1) 開 会 日  令和3年5月21日（13時26分開会、15時02分閉会） 

 

(2) 場  所  更別村役場 3階大会議室 

 

(3) 出席状況 （出席12名、欠席 0名、遅参 0名） 
 

出欠 席番 職名 氏 名 出欠 席番 職名 氏 名 

出席  会長 道 見 克 浩 出席 6 委員 河 瀬 達 也 

出席 1 委員 及 川 政 人 出席 7 委員 日 崎 克 彦 

出席 2 委員 岡     寛 出席 8 委員 大 地 惠 子 

出席 3 委員 福 田 隆 幸 出席 9 委員 小 野 孝 博 

出席 4 委員 塩 田 孝 弘 出席 10 委員 九 々 昌 弘 

出席 5 委員 川 上 英 幸 出席 11 委員 宍 戸   功 

 

(4) 議事録署名委員 

  10番 九々委員   11番 宍戸委員 

 

(5) 出席した職員 

農業委員会事務局  事務局長 川上 祐明   農地係長 前田 貴広 

  村産業課      産業課長 高橋 祐二 

 

(6) 議  件 

   報告第1号 農業者年金業務処理状況について 

   報告第2号 農地法第3条の3の規定による届出について 

   議案第1号 農地法第18条の規定による合意解約の成立状況確認について 

   議案第2号 職権による地目変更登記の通知について 

   議案第3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4号 更別農業振興地域整備計画の変更について 

   議案第5号 農地法第4条の規定による許可申請について 
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   議案第6号 令和2年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について 

   議案第7号 令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画について 

   議案第8号 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による農用地利用集積計画の

決定について 

   議案第9号 農地移動適正化あっせん事業に基づくあっせんについて 

   議案第10号 農用地の利用関係の調整について 

  

(7) そ の 他 

① 令和4年度農林関係税制改正要望の取りまとめについて 

② 令和3年第6回農業委員会定例総会について 

 

 

２．開  会 

 

  【事務局長】 皆様お疲れ様です。若干早いですが、皆さんお揃いですので、ただ今か

ら令和 3 年第 5 回更別村農業委員会定例総会を開催致します。 

         本日の出席委員は 12 名であります。農業委員会会議規則で定めます定

足数に達しておりますので、定例総会は成立しておりますことを報告致し

ます。 

         はじめに会長より招集のご挨拶をお願い致します。 

 

 

３．会長招集挨拶 

 

  【会  長】 皆さんこんにちは。第 5 回の定例会ということで、それぞれ皆様には定

刻前にお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

         4 月に入り、それぞれ蒔きつけも始まったわけですが、強風並びに強い

雨により、何かと苦労の多い春耕期だったかと思います。また、新型コロ

ナの関係では、本日北海道では７２０名を超え、これまでで一番多い様子

であります。 

そんな中ではありますが、本日も最後まで慎重審議のほどお願いして開

会の挨拶と致します。 

 

 

４．議事録署名委員の決定 

 

  ※ 更別村農業委員会会議規則第 6 条により、会長が議長となり議事を主宰 

 

  【議  長】 それでは議事録署名委員を決定させていただきます。10 番 九々委員、

11 番 宍戸委員、それぞれよろしくお願い致します。 
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５．議件の審議状況 

 

 (1) 報告第 1 号 農業者年金業務処理状況について 

 

  【議  長】 それでは議件の方へ入りたいと思います。報告第 1 号、農業者年金業務

処理状況について説明お願い致します。 

 

  【事務局長】 報告第 1 号、農業者年金業務処理状況について説明致します。3 月定例

総会議案調製以降の農業者年金業務の処理状況を報告するものです。 

         （報告案件朗読） 

 

  【議  長】 ただ今報告がありましたが、この件についてよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

 (2) 報告第 2 号 農地法第 3 条の 3 の規定による届出について 

 

  【議  長】 それでは次へ進みます。報告第 2 号、農地法第 3 条の 3 の規定による届

出について説明お願い致します。 

 

  【事務局長】 報告第 2 号、農地法第 3 条の 3 の規定による届出について説明を致しま

す。4 月の議案調製以降に届出のありました、農地又は採草放牧地の権利

の取得について報告をするものです。 

         （報告案件朗読） 

 

  【議  長】 ただ今報告がありましたが、何かご質問があればお願いします。 

         （質疑等無） 

 

  【議  長】 よろしいですか？ 

         （「はい」の声） 

 

 (3) 議案第 1 号 農地法第 18 条の規定による合意解約の成立状況確認について 

 

  【議  長】 それではこれより議案に入ります。議案第 1 号、農地法第 18 条の規定に

よる合意解約の成立状況確認について説明お願い致します。 

 

  【事務局長】 議案第 1 号、農地法第 18 条の規定による合意解約の成立状況確認につい

て説明致します。11 件の賃貸借に係る合意解約をした旨通知がありました

ので、成立要件の有無について審査をお願い致します。 

 

         1 件目は、（議案朗読） 
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         解約後は改めて賃貸借のあっせん申出が出されております。 

 

         2 件目は、（議案朗読） 

         解約後は改めて賃貸借のあっせん申出が出されております。 

 

         3 件目は、（議案朗読） 

         解約後は改めて賃貸借のあっせん申出が出されております。 

 

         4 件目は、（議案朗読） 

         解約後は改めて賃貸借のあっせん申出が出されております。 

 

         5 件目は、（議案朗読） 

         解約後は改めて賃貸借のあっせん申出が出されております。 

 

         6 件目は、（議案朗読） 

         解約後は改めて賃貸借のあっせん申出が出されております。 

 

         7 件目は、（議案朗読） 

 

         8 件目は、（議案朗読） 

 

         9 件目は、（議案朗読） 

         解約後は改めて売買のあっせん申出が出されております。 

 

         10 件目は、（議案朗読） 

         解約後は改めて売買のあっせん申出が出されております。 

 

         11 件目は、（議案朗読） 

         解約後は改めて売買のあっせん申出が出されております。 

 

         なお、Ａ委員につきましては農業委員会等に関する法律第 31 条の規定

によりまして議事参与の制限がございます。当該案件審議の際は一時退室

をお願いいたします。 

 

  【議  長】 ただ今説明がありましたが、1 件ずつ審議していきます。 

         1 番目から 8 番目まで賃借人がいずれもＢに関連する案件です。 

1 件目の賃貸人がＣさんの件に関しましてご意見があればお願い致しま

す。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければこの解約を成立したものとしてよろしいでしょうか？ 



－5－ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは解約が成立したものと致します。 

         次 2 件目、賃貸人がＤさんの件に関しましてご意見があればお願い致し

ます。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければこの解約を成立したものとしてよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは解約が成立したものと致します。 

         次 3 件目の賃貸人がＥさんの件に関しましてご意見があればお願い致し

ます。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければこの解約を成立したものとしてよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは解約が成立したものと致します。 

         次 4 件目の賃貸人がＦさんの件に関しましてご意見があればお願い致し

ます。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければこの解約を成立したものとしてよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは解約が成立したものと致します。 

         次 5 件目の賃貸人Ｇさんの件に関しましてご意見があればお願い致しま

す。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければこの解約を成立したものとしてよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは解約が成立したものと致します。 

         次 6 件目の賃貸人Ｈさんの件に関しましてご意見があればお願い致しま

す。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければこの解約を成立したものとしてよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 
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  【議  長】 それでは解約が成立したものと致します。 

         7 件目の賃貸人Ｉさんの件に関しましてご意見があればお願い致します。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければこの解約を成立したものとしてよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは解約が成立したものと致します。 

         8 件目の賃貸人Ｊさんの件に関しましてご意見があればお願い致します。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければこの解約を成立したものとしてよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは解約が成立したものと致します。 

         次、賃貸人がいずれもＫさんの件が 3 件あります。9 件目の賃借人がＬ

さんの件に関しましてご意見があればお願い致します。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければこの解約を成立したものとしてよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは解約が成立したものと致します。 

         10 件目の賃借人がＭさんの件に関しましてご意見があればお願い致し

ます。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければこの解約を成立したものとしてよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは解約が成立したものと致します。 

 

         （Ａ委員退室） 

 

  【議  長】 11 件目の賃借人がＡさんの件に関しましてご意見があればお願い致しま

す。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければこの解約を成立したものとしてよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 
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  【議  長】 それでは解約が成立したものと致します。 

 

         （Ａ委員入室） 

 

  【議  長】 それでは今回出された 11 件の合意解約については、全て解約が成立した

ものと致します。 

 

 (4) 議案第 2 号 職権による地目変更登記の通知について 

 

  【議  長】 議案第 2 号、職権による地目変更登記の通知について説明お願い致しま

す。 

 

  【事務局長】 議案第 2 号、職権による地目変更登記の通知について説明致します。 

         公簿上と現況地目が相違していることから、釧路地方法務局帯広支局に

対しまして職権で地目変更登記の通知を行ってよいか審議願います。 

 

         1 件目、（議案朗読） 

         議案資料をご覧ください。1 頁に図面を付けております。 

 

         2 件目、（議案朗読） 

         議案資料をご覧ください。2 頁に図面を付けております。 

 

         現地調査につきましては、それぞれ担当委員にお願いをしております。 

 

  【議  長】 それでは現地確認いただいた塩田委員の方より報告お願いします。 

 

  【塩田委員】 5 月 20 日の日に現地に行って確認してきました。現在畑として使用され

ていたことを報告します。 

 

  【議  長】 それでは、この件につきまして、ご意見ご質問をお受け致します。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければ地目変更登記の通知をしてもよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは通知するものと致します。 

         それでは 2 件目のＮさんの件につきまして、現地確認いただいた大地委

員の方より報告お願いします。 

 

  【大地委員】 5 月 15 日に現地確認してまいりました。農地として利用されていること
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を確認いたしました。 

 

  【議  長】 この件につきまして、ご意見ご質問をお受け致します。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければ地目変更登記の通知をしてもよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは通知するものと致します。 

 

 (5) 議案第 3 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  長】 次、議案第 3 号、農地法第 3 条第 1 項の規定による許可申請について説

明お願い致します。 

 

  【事務局長】 議案第 3 号、農地法第 3 条第 1 項の規定による許可申請について説明致

します。所有権移転 3 件の申請について許可してよろしいか審議をお願い

致します。 

         なお、2 件目と 3 件目については所有する全農地を相手方へ処分するも

のでありますので、図面の方は添付を省略させていただいております。 

 

         1 件目、（議案朗読） 

         議案の資料をお願い致します。議案資料 2 頁からになります。2 頁は図

面になります。3 頁以降に申請書の写しを付けております。農地法第 3 条

第 2 項各号に定める許可要件に係る部分ですが、これは 3 頁の方になりま

す。3 頁の右下に表が載っております。この表に譲受人Ｏさんとその世帯

員の方が有する現在の経営面積が載っており、下限面積の 2ha に達してい

ることが分かるかと思います。続きまして 4 頁左上の「5 権利を取得しよ

うとする者及びその世帯員等の大農機具及び家畜の所有状況並びに農作

業に従事する者の状況」、ここからずっといきまして、5 頁です。5 頁左上

の「10 周辺地域との関係」。ここまでをご確認いただきまして、現状の機

械力、労働力、これらで全ての農地について効率的に耕作又は養畜の事業

を行えるか、周辺地域の農業へ支障を生ずるおそれがないか、後ほどご確

認の方をお願い致します。 

 

         2 件目です。（議案朗読） 

         議案の資料をお願い致します。議案資料 6 頁からになります。資料 6 頁

から申請書の写しを付けております。農地法第 3 条第 2 項各号に定める許

可要件については 1 件目と同じ要領で後ほどご確認をお願い致します。 

 

         3 件目です。（議案朗読） 
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         議案の資料をお願い致します。議案資料 10 頁からになります。資料 10

頁から申請書の写しを付けております。農地法第 3 条第 2 項各号に定める

許可要件については 1 件目と同じ要領で後ほどご確認をお願い致します。 

 

         現地調査につきましては、それぞれ担当委員にお願いをしております。 

 

         なお、これに関連して、別紙のＡ４一枚の資料をご覧いただきたいと思

います。 

こちらは前回配布しました、「農業委員・農地利用最適化推進委員におけ

る農地の売買・賃借・転用相談のための Q＆A 集」のコピーですが、こちら

では、農地を賃貸している者へ売買する場合には、合意解約は不要となっ

ております。今までは、賃貸借や使用貸借から売買や贈与へ切り替える場

合でも合意解約の手続きをとっていましたが、今回からは省略することと

し、今回の 3 条許可に係る使用貸借の合意解約の報告はありませんので、

ご了承ください。なお、この取り扱いについては、農業者年金基金にも年

金の手続きは不要と確認しております。 

 

  【議  長】 それでは資料にお目通しいただく前に、現地確認の報告をいただきます

が、1 件目は先ほどと同じでいいでしょうか、大地委員。 

 

  【大地委員】 議案第 2 号の職権地目変更と同一のところでありまして、5 月 15 日に確

認しております。 

 

  【議  長】 続いて、譲渡人Ｐさんの件ですが、現地確認いただいた日崎委員の方か

ら報告お願い致します。 

 

  【日崎委員】 5 月 18 日に現地を確認しまして、畑として使われていることを確認して

まいりました。 

 

  【議  長】 続いて、宍戸委員の方から報告お願い致します。 

 

  【宍戸委員】 5 月 20 日に現地確認してまいりました。全て畑として使われていること

を確認してまいりました。 

 

  【議  長】 それを踏まえまして、しばし資料の方をお目通しお願い致します。 

         （各委員申請内容確認） 

 

  【議  長】 いかがでしょうか、凡そ目を通していただけたでしょうか？ 

         それでは、1 件目のＯさんの件につきましてご意見があればお願い致し

ます。 

         （意見等無） 
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  【議  長】 なければこの申請について許可してもよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは許可するものと致します。 

         それでは、2 件目のＰさんの件につきましてご意見があればお願い致し

ます。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければこの申請について許可してもよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは許可するものと致します。 

         それでは、3 件目のＱさんの件につきましてご意見があればお願い致し

ます。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければこの申請について許可してもよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは許可するものと致します。 

 

 (6) 議案第 4 号 更別村農業振興地域整備計画の変更について 

 

  【議  長】 議案第 4 号、更別村農業振興地域整備計画の変更について説明願います。 

 

  【事務局長】 議案第 4 号、更別村農業振興地域整備計画の変更について説明致します。 

         農業振興地域の整備に関する法律施行規則第 3 条の 2 第 2 項の規定に基

づきまして、更別村から農業振興地域整備計画の変更に伴う意見を求めら

れましたので審議をお願い致します。 

 

         （議案朗読） 

         議案資料をお願い致します。資料は 14 頁からになります。14 頁が変更

箇所の位置図で、中央辺りの斜線の部分になります。資料少し飛びまして、

17 頁に利用計画図を付けております。現在の敷地にはスペースがないため、

既存施設の隣地部分の用途を変更しようとするものです。 

         なお、周囲の状況を確認していただくために別紙で航空写真の方も配布

をしております。 

 

         以上につきまして、変更に対する異議の有無について審議をお願い致し

ます。 
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         なお、本件についてはこのあと議案第 5 号で農地法の転用許可申請が出

て参ります。 

         また、Ａ委員につきましては農業委員会等に関する法律第 31 条の規定

によりまして議事参与の制限がございます。当該案件審議の際は一時退室

をお願いいたします。 

 

  【議  長】 ただ今事務局から説明がありましたが、議案第 5 号と関連しますので、

第 5 号の説明が終わってから併せて審議と致します。 

 

 (7) 議案第 5 号 農地法第 4 条の規定による許可申請について 

 

  【事務局長】 それでは引き続きまして議案第 5 号の説明を致します。 

         別紙の議件説明用資料をご覧ください。議案第 5 号 農地法第 4 条の規

定による許可申請です。 

農地法第 4 条第 1 項「農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事

の許可を受けなければならない。」※印の 1 番目、北海道知事からの権限移

譲により 4 ヘクタール以下の農地の転用案件は更別村、4 ヘクタールを超

えるものは北海道が処理することになっています。 

ただし、2 番目の※印で許可不要となる例外規定の主なものを載せてお

りますので、後ほどご覧ください。 

続いて事務の流れの図を載せております。(1)が 4 ヘクタール以下、次の

頁の(2)が 4 ヘクタールを超える場合になります。どちらも農業委員会の

総会に諮った後、北海道農業会議へ原則意見聴取することになっています。 

図のどちらも「同一の事業の目的に供するための」と書いてありますが、

この説明が 2 頁の※印になります。 

※「同一の事業とは、同一の事業主体が時間、空間を問わず一連の事業

計画のもとに転用を行うこと。 

例① 数年間継続して毎年４ヘクタール未満の転用をする場合でも、総

面積が当初の計画から４ヘクタールを超えると予定される場合。 

例② 転用される農地がする事自布流れ農地法第 4 条の規定による許可

申請に対しまして、許可相当としてよろしいか、併せて、更別村が村の農

業振興地域整備計画の変更を決定し公告したときはその時点で許可して

よろしいか審議をお願い致します。 

 

         （議案朗読） 

 

         議案資料をお願い致します。資料は 14 頁からになります。まず 14 頁に

申請地の位置図を付けております。 

         資料 15 頁からは許可申請書の写しを付けております。15 頁左下をご覧

ください。「2 転用計画」とあり、(2)に「転用事由の詳細」が記載されて

いますので読み上げます。「事業の拡張に伴い格納庫の建築を計画しまし
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た。宅地の敷地にはスペースがないため作業効率を考慮し宅地進入通路沿

いに箇所を選定したので許可を願いたい。」とのことです。15 頁右上の(3)

の表には工事期間と各建築物の面積、その下の 3 には資金計画が掲載され

ています。 

         資料 1 枚めくっていただきまして、17 頁は先程も見ていただきました利

用計画図です。新設格納庫、エプロン、通路・作業スペース、管理スペー

スを配置しています。既設格納庫側からの大型機械の通行、旋回、作業、

作業機の据え置きなど考慮しますと必要な面積と考えております。 

         また資料 1 枚めくっていただきまして、18 頁、19 頁には「農地転用許可

申請に係る審査表」をつけております。転用許可を行う際は「立地基準」

と「一般基準」という二つの基準を満たしているかどうか確認することに

なっており、どちらか一方でも基準を満たしていないときは転用許可がで

きないことになっておりますので、要件を確認くださいますようお願い致

します。 

         資料 18 頁の方ですが、上から 1.立地基準とあり、(1)の表の上から農用

地区域内農地、甲種農地、第 1 種から第 3 種農地までの五つの区分が載っ

ております。その中で農用地区域内農地の該当欄に〇を付けております。

農用地区域内農地は原則不許可となっていますが、(2)の上記により判断

した理由として「申請地は更別村農業振興地域整備計画における農用地区

域内にある農地で原則不許可の土地であるが、用途区分を農業用施設用地

に変更する予定である。」としております。続いて 1 の(3)の申請地以外に

代替地がないと判断した理由として「現在の宅地内には建築可能な土地が

存在しないことから、既存の農業用施設と隣接し宅地進入道路沿いの当該

地を選定したことはやむを得ない。」とし、立地基準については満たしてい

ると考えております。 

         次に資料 19 頁、2 の一般基準に参ります。申請の内容や添付資料などか

ら、(1)事業実施の確実性、(2)被害防除措置の妥当性、(3)一時転用、(4)

更別村農業振興地域整備計画の変更手続、それぞれの確認事項において、

可もしくは該当無と判断し、一般基準についても満たしていると考えてお

ります。 

         以上申請内容及び各基準に照らし、転用は問題ないものと考えます。 

 

         転用の許可自体は農業振興地域整備計画が変更決定され公告されてか

らとなりますので、許可に相当するかどうかと整備計画が変更公告された

段階で許可を出してよろしいか、議案第 4 号の農振用途変更の意見と併せ

て審議をお願い致します。 

 

         現地確認につきましては、隣接委員にお願いをしております。 

 

         なお、Ａ委員につきましては農業委員会等に関する法律第 31 条の規定

によりまして議事参与の制限がございます。当該案件審議の際は一時退室
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をお願いいたします。 

 

         （Ａ委員退室） 

 

  【議  長】 それでは現地確認いただいた宍戸委員の方より報告お願い致します。 

 

  【宍戸委員】 5 月 18 日に現地を確認してまいりました。格納庫、エプロン、通路・作

業スペースなど適正な面積の範囲であることを確認してまいりました。 

 

 

  【議  長】 それを踏まえて先ほどの資料ですがお目通しをお願いします。その後で

ご審議いただきたいと思います。 

         （各委員資料確認） 

 

  【議  長】 いかがでしょうか？お目通しいただけたでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 まず、更別村農業振興地域整備計画の変更について、村より意見を求め

られた整備計画の変更について、この内容で回答してよろしいかというこ

とですが、ご意見、ご質問等あればお願い致します。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければこの内容で回答してよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは、この内容で回答するものといたします。 

次、議案第 5 号に移ります。農地法第 4 条の規定に基づき許可相当とし

てよろしいか、並びに村が農業振興地域整備計画の変更に関わる決定公告

を行った場合は許可してよろしいかということですが、まず、農地法第 4

条の規定に基づき許可相当としてよろしいか、ご意見を求めますが、いか

がでしょうか。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければ許可相当としてよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 なお、村が農業振興地域整備計画の変更に関わる決定公告を行った場合

は許可してよろしいかということですが、いかがでしょうか。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければ許可してもよろしいでしょうか？ 
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         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは今回の許可申請については、それぞれ許可するものと致します。 

 

         （Ａ委員入室） 

 

(8) 議案第 6 号 令和 2 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について 

 

  【議  長】 次、議案第 6 号、令和 2 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・

評価について説明お願い致します。 

 

  【事 務 局】 議案第 6 号、令和 2 年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

について説明を致します。 

         「農業委員会事務の実施状況等の公表について」に基づき、令和 2 年度

の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価を決定し公表してよろしい

か審議をお願い致します。 

 

         議案次の頁から 8 枚に渡り点検・評価内容を掲載しています。こちらは

前回の定例総会で案を説明させていただき、4 月 16 日から 5 月 10 日まで

の 25 日間、村のホームページ上で地域の農業者等からの要望、意見を募

集しておりました。結果、要望等は寄せられませんでしたが一部追記した

箇所がありますので、追記箇所のみ説明致します。 

         点検・評価内容の 8 枚目、議案第 7 号の直前の頁になります。ローマ数

字のⅦ「地域農業者等からの主な要望･意見及び対処内容」で、農地利用最

適化等に関する事務、農地法等によりその権限に属された事務、二つ項目

がありますが、要望・意見が寄せられませんでしたので、それぞれ「無」

と記入しています。 

         他の項目は前回から変更はありません。 

         決定後は、村及び全国農業会議所のホームページで公表する予定です。 

 

  【議  長】 ただ今説明がありましたが、ご意見等ありましたらお願い致します。 

         （質疑等無） 

 

  【議  長】 なければよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは、この形で進めていきたいと思います。 

 

 (9) 議案第 7 号 令和 3 年度の目標及びその達成に向けた活動計画について 

 

  【議  長】 次、議案第 7 号、令和 3 年度の目標及びその達成に向けた活動計画につ
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いて説明お願い致します。 

 

  【事 務 局】 議案第 7 号、令和 3 年度の目標及びその達成に向けた活動計画について

説明致します。 

         議案第 6 号と同じく「農業委員会事務の実施状況等の公表について」に

基づき、令和 3 年度の目標及びその達成に向けた活動計画を決定し公表し

てよろしいか審議をお願い致します。 

 

         活動計画の内容は次の頁から 3 枚に渡っています。こちらも前回案を説

明させていただき、意見等が寄せられなかったことから案のとおり今回提

案するものです。 

         決定後はこちらも村及び全国農業会議所のホームページで公表すること

になります。 

 

  【議  長】 ただ今説明がありましたが、この点についてなにかご意見等あればお願

いします。 

         （質疑等無） 

 

  【議  長】 特になければこの内容で公表してもよろしいですか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それではこの内容で公表させていただきます。 

 

 (10) 議案第 8 号 農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項の規定による農用地利用集積計

画の決定について 

 

  【議  長】 議案第 8 号、農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項の規定による農用地

利用集積計画の決定について説明お願い致します。 

 

  【事務局長】 議案第 8 号、農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1 項の規定による農用地

利用集積計画の決定について説明致します。 

         基盤強化法に基づき村より決定を求められた利用権設定等 5 件の農用地

利用集積計画について決定してよいか審議をお願い致します。 

 

         賃貸借で、1 件目、（議案朗読） 

 

         2 件目、（議案朗読） 

 

         以降 5 件目まで、利用権の設定をする者、設定等の種類、利用権の期間、

備考欄の内容は 2 件目と同じですので説明を省略いたします。 
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         3 件目、（議案朗読） 

 

         4 件目、（議案朗読） 

 

         5 件目、（議案朗読） 

 

         補足ですが、2 件目から 5 件目までの、農業公社からの賃貸借について

ですが、中間管理事業の制度改正により、農地所有者から公社への賃貸借

と、公社から農業者への賃貸借を一括して集積計画で処理できるようにな

ったため、今回のＲさんの中間管理事業については、配分計画での農業者

への賃貸借を行わず、集積計画で一括して賃貸借することとするものです。 

 

         以上、集積計画に登載するためのものであり、基盤強化法第 18 条第 3 項

で規定する各要件であります基本構想への適合、全ての農用地の効率的利

用、必要な農作業への常時従事、これらについては満たしていると考えて

おります。 

 

         なお、Ｓ委員につきましては農業委員会等に関する法律第 31 条の規定

によりまして議事参与の制限がございます。当該案件審議の際は一時退室

をお願いいたします。 

 

  【議  長】 ただ今説明がありましたが、1 件目のＲさんの件につきましてご意見が

あればお願いします。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければこの内容で決定してもよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは決定するものと致します。 

 

  【議  長】 2 件目のＴさんの件につきましてご意見があればお願いします。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければこの内容で決定してもよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは決定するものと致します。 

 

  【議  長】 3 件目のＵさんの件につきましてご意見があればお願いします。 

         （意見等無） 
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  【議  長】 なければこの内容で決定してもよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは決定するものと致します。 

 

         （Ｓ委員退室） 

 

  【議  長】 4 件目のＳさんの件につきましてご意見があればお願いします。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければこの内容で決定してもよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは決定するものと致します。 

 

         （Ｓ委員入室） 

 

  【議  長】 5 件目のＶさんの件につきましてご意見があればお願いします。 

         （意見等無） 

 

  【議  長】 なければこの内容で決定してもよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは決定するものと致します。 

 

 (11) 議案第 9 号 農地移動適正化あっせん事業に基づくあっせんについて 

 

  【議  長】 次、議案第 9 号、農地移動適正化あっせん事業に基づくあっせんについ

て説明お願い致します。 

 

  【事 務 局】 議案第 9 号、農地移動適正化あっせん事業に基づくあっせんについて説

明致します。賃貸借 9 件のあっせんの申出がありましたので審議をお願い

致します。 

 

         1 件目、（議案朗読） 

         議案資料をご覧ください。資料 20 頁に申出地の図面を付けております。 

 

         2 件目、（議案朗読） 

         議案資料をご覧ください。資料 21 頁に申出地の図面を付けております。 

 

         3 件目、（議案朗読） 
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         議案資料をご覧ください。資料 22 頁に申出地の図面を付けております。 

 

         4 件目、（議案朗読） 

         議案資料をご覧ください。資料 23 頁から 25 頁に申出地の図面を付けて

おります。 

 

         5 件目、（議案朗読） 

         議案資料をご覧ください。資料 26 頁から 28 頁に申出地の図面を付けて

おります。 

 

         6 件目、（議案朗読） 

         議案資料をご覧ください。資料 29 頁に申出地の図面を付けております。 

 

         7 件目、（議案朗読） 

         議案資料をご覧ください。資料 30 頁から 32 頁に申出地の図面を付けて

おります。 

 

         8 件目、（議案朗読） 

         議案資料をご覧ください。資料 33 頁に申出地の図面を付けております。 

 

         9 件目、（議案朗読） 

         議案資料をご覧ください。資料 34 頁に申出地の図面を付けております。 

 

         なお、7 件目と 8 件目は従前と変わりない内容となりますので、書類の

みで処理してよろしいか併せて審議をお願い致します。 

 

 

  【議  長】 ただ今説明がありましたが、1 件目から 6 件目まではＢが借りられてい

た土地になります。まずあっせんを取り進めてもよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは取り進めるものとします。そして、7 番目 8 番目、ＷさんとＸ

さんより申出がありました賃貸の件ですが、この件については従前と変わ

りがないということなので、書類あっせんで進めてよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは、そのかたちで進めたいと思います。9 件目は売買ですので、

この時点であっせん委員を選ばせていただいてよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それではあっせん委員を選ばせていただきます。 
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1 件目のＣさんの件から、6 件目のＨさんの件ですが、小野委員、河瀬委

員、大地委員、塩田委員お願いします。取りまとめを小野委員お願い致し

ます。 

 

   ※小野委員取りまとめによりあっせんの日程調整 

 

  【議  長】 7 件目のＷさん、8 件目のＸさんの件ですが、川上委員、岡委員、九々委

員、及川委員お願いします。あっせん委員会の開催ですが、定例会終了後

でよろしいでしょうか？ 

          （「はい」の声） 

 

  【議  長】 9 件目のＫさんの件ですが、宍戸委員、日崎委員、九々委員、福田委員お

願いします。取りまとめを宍戸委員お願い致します。 

 

   ※宍戸委員取りまとめによりあっせんの日程調整 

 

  【議  長】 それでは 1 件目のＣさんから 6 件目のＨさんから申出があったあっせん

委員会を 6 月 7 日午前、9 件目のＫさんから申出があったあっせん委員会

は後日調整するということで、それぞれあっせん委員の方よろしくお願い

致します。 

 

(12) 議案第 10 号 農用地の利用関係の調整について 

 

  【議  長】 次、議案第 10 号、農用地の利用関係の調整について説明お願い致しま

す。 

 

  【事 務 局】 議案第 10 号、農用地の利用関係の調整について説明致します。農地中間

管理事業規定第 8条の規定に基づき申出があり農地中間管理機構が農地中

間管理権を取得し農用地利用配分計画を決定した農用地について、当該農

用地利用配分計画の設定期間満了に伴う利用関係の調整を行ってよろし

いか審議をお願いいたします。賃貸借 1 件のあっせんの申出がありました

ので審議をお願い致します。 

 

         （議案朗読） 

         議案資料をご覧ください。資料 35 頁に図面を付けております。 

         なお、本件は従前と変わりない内容となりますので、書類のみで処理し

てよろしいか併せて審議をお願い致します。 

 

  【議  長】 ただ今説明がありましたが、この賃貸の件ですが、この件につきまして

利用関係の調整を行ってもよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 
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  【議  長】 併せて書類による調整ということで執り進めてもよろしいでしょうか？ 

         （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それでは調整委員を選ばせていただきます。川上委員、岡委員、九々委

員、及川委員お願いします。取りまとめを岡委員お願い致します。 

         調整委員会の開催ですが、定例会終了後でよろしいでしょうか？ 

          （「はい」の声） 

 

  【議  長】 それではよろしくお願い致します。 

 

         以上でこちらからの議案の方は終了となります。 

 

６．その他の協議状況 

 

 (1) 令和4年度農林関係税制改正要望の取りまとめについて 

 

  【議  長】 次、その他の1番目、令和4年度農林関係税制改正要望の取りまとめにつ

いてお願い致します。 

 

   ・資料36頁～53頁 

     ※事前に同じ資料を送付済。 

   ・北海道農業会議から通知。来年度の税制改正要望を取りまとめた上全国農業会議所

と連携して要望予定。要望事項があれば6/11までに農業会議へ報告。 

   ・要望は特になし。 

 

 (2) 令和3年 第6回農業委員会定例総会について 

 

   ※第 6 回定例総会は、6 月 22 日（火）13 時 30 分に決定する。 

 

 

７．閉会挨拶 

 

  【会  長】 本日は第5回の定例会ということで、長時間の審議となりましたが、最後

まで慎重な審議いただきまして、無事全ての案件が承認されました。あり

がとうございます。 

         何かと色々な思いはあります。重苦しい雰囲気やら、先の見えないこと

はありますが、それぞれ皆さんは前向きにそれぞれ仕事に生活向上と進め

ていただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。 

 

 


