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　それでは、ご案内の時間となりましたので、平成２９年４月２７日招集、第２１回新ひだか町農業
委員会総会を開催いたします。   
　なお本日の欠席者は、６番見上久義委員・２１番橋本孝博委員・２３番野表篤夫委員の３名であり
まして、それぞれ欠席の旨、通知がありましたので、ご報告いたします。
　以上により、出席委員は２４名中２１名で、定足数に達しておりますので、農業委員会法第２７条
第３項及び新ひだか町農業委員会会議規則第８条により、本総会が成立していることをご報告申し
上げます。
　総会の開会にあたり、金森会長よりご挨拶をいただきます。

   挨拶

　それでは、新ひだか町農業委員会会議規則により、議長は会長が務めることとなっております。
会長、よろしくお願いいたします。

　これより議事に入ります。まず日程第１の議事録署名委員ですが議長から指名させていただく
ことにご異議ありませんか。 

【異議なしの声あり】

　それでは、議事録署名委員は、１８番藤原俊哉委員、２０番西村和夫委員にお願いいたします。

以上で日程第１を終わります。

　次に日程第２の報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による解約通知についてを、議題とい
たします。事務局より報告第１号１番から３番の議案の朗読と説明をお願いします。

　それでは、報告第１号の議案書をご覧下さい。農地法第１８条第６項の規定による解約通知に
ついては、３件です。議案書をもとに説明します。

【報告第１号１番から３番までを議案書をもとに朗読】

　これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。報告第１号１番から３番までについて、事務局の報告どおり承認することに異議
ございませんか。　　
　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、報告第１号１番から３番までは事務局の報告どおり承認することといたします。

　次に議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請についてを、議題といたします。
事務局より議案第１号１番の議案の朗読と説明をお願いします。

　それでは、議案第１号の議案書をご覧下さい。農地法第３条の規定による許可申請について
は４件です。議案書をもとに説明します。

【議案第１号１番を議案書をもとに朗読】

　以上の申請の内容は、お手元にございます別添農地法第３条調査書の１ページに記載されて
おりますとおり、経営面積、従事日数など、農地法第３条第２項の各号には該当しておらず、各
要件を満たしていると考えます。
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 ただいまの説明に関連して、地区担当農業委員から補足説明をお願いいたします。

　議案第１号１番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第１号１番について、これを許可相当と決定することに異議ございませ
んか。
　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第１号１番はこれを許可相当と決定いたします。

　次に事務局より、議案第１号２番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第１号２番を議案書をもとに朗読】

　以上の申請の内容は、お手元にございます別添農地法第３条調査書の２ページに記載されて
おりますとおり、経営面積、従事日数など、農地法第３条第２項の各号には該当しておらず、各
要件を満たしていると考えます。

 ただいまの説明に関連して、地区担当農業委員から補足説明をお願いいたします。

　議案第１号２番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第１号２番について、これを許可相当と決定することに異議ございませ
んか。
　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第１号２番はこれを許可相当と決定いたします。

　次に事務局より、議案第１号３番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第１号３番を議案書をもとに朗読】

　以上の申請の内容は、お手元にございます別添農地法第３条調査書の３ページに記載されて
おりますとおり、経営面積、従事日数など、農地法第３条第２項の各号には該当しておらず、各
要件を満たしていると考えます。

 ただいまの説明に関連して、地区担当農業委員から補足説明をお願いいたします。

　議案第１号３番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第１号３番について、これを許可相当と決定することに異議ございませ
んか。
　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第１号３番はこれを許可相当と決定いたします。
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　次に事務局より、議案第１号４番の議案の朗読と説明をお願いいたします。
　なお本案件は、２２番山口隆弘委員が新ひだか町農業委員会会議規則第１３条の議事参与の
制限にあたりますので、議案第１号４番の審議が終了するまで退室をお願いします。
　　　（２２番山口隆弘委員　退室）

【議案第１号４番を議案書をもとに朗読】

　以上の申請の内容は、お手元にございます別添農地法第３条調査書の４ページに記載されて
おりますとおり、経営面積、従事日数など、農地法第３条第２項の各号には該当しておらず、各
要件を満たしていると考えます。

　ただいまの説明に関連して、地区担当農業委員から補足説明をお願いいたします。

　議案第１号４番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第１号４番について、これを許可相当と決定することに異議ございませ
んか。
　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第１号４番はこれを許可相当と決定いたします。
　それでは、議案第１号４番の審議が終了しましたので、２２番山口隆弘委員の入室を認めます。
　　　（２２番山口隆弘委員　入室）

　次に議案第２号、農地法第５条の規定による許可申請についてを、議題といたします。
事務局より議案第２号１番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

　それでは、議案第２号の議案書をご覧下さい。農地法第５条の規定による許可申請について
は１件です。議案書をもとに説明します。

【議案第２号１番を議案書をもとに朗読】

  順位１番ですが、良好な農地にすることを目的とした砂利採取に伴う一時転用の案件です。
 なお、農業公共投資後８年以内の農地には該当しないなど、農地法第５条第１項の転用申請
について、転用不可の項目には該当しないため、やむを得ない転用であると思われます。

昨日、農地法関係事務処理要領に基づく現地調査を地区担当農業委員に行っていただき、
 やむを得ない転用である旨の意見をいただいております。

以上で議案の朗読と説明を終わります。

 ただいまの説明に関しまして、地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第２号１番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。ありませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第２号１番について、これを許可相当との意見を付することに異議ござい
ませんか。
　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第２号１番はこれを許可相当との意見を付して、北海道農業会議へ
諮問にかけ、北海道へ進達することに決定いたします。
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　次に議案第３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
の決定についてを、議題といたします。
　事務局より議案第３号１番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第３号１番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書
の１ページに記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条
第3項の各要件を満たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

　ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第３号１番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第３号１番の集積計画について、決定することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第３号１番の集積計画について決定といたします。

　次に事務局より、議案第３号２番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第３号２番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書
の１ページに記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条
第3項の各要件を満たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

　ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第３号２番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第３号２番の集積計画について、決定することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第３号２番の集積計画について決定といたします。議長
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　次に事務局より、議案第３号３番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第３号３番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書
の２ページに記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条
第3項の各要件を満たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

　ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第３号３番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第３号３番の集積計画について、決定することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第３号３番の集積計画について決定といたします。

　次に事務局より、議案第３号４番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第３号４番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書
の２ページに記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条
第3項の各要件を満たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

　ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第３号４番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第３号４番の集積計画について、決定することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第３号４番の集積計画について決定といたします。

　次に事務局より、議案第３号５番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第３号５番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書
の３ページに記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条
第3項の各要件を満たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

　ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第３号５番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

議長

事務局

事務局

議長

議長

議長

議長

議長

２２番

議長

議長

議長

事務局

事務局

事務局

議長

２２番

議長

２２番

議長

事務局

議長



　採決いたします。議案第３号５番の集積計画について、決定することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第３号５番の集積計画について決定といたします。

　次に事務局より、議案第３号６番の議案の朗読と説明をお願いいたします。
　なお本案件は、２２番山口隆弘委員が新ひだか町農業委員会会議規則第１３条の議事参与の制
限にあたりますので、審議が終了するまで退室をお願いします。
　　　（２２番山口隆弘委員　退室）

【議案第３号６番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書
の３ページに記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条
第3項の各要件を満たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

　ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第３号６番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第３号６番の集積計画について、決定することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第３号６番の集積計画について決定といたします。
　それでは、議案第３号６番の審議が終了しましたので、２２番山口隆弘委員の入室を認めます。
　　　（２２番山口隆弘委員　入室）

　次に事務局より、議案第３号７番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第３号７番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書
の４ページに記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条
第3項の各要件を満たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

　ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第３号７番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第３号７番の集積計画について、決定することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第３号７番の集積計画について決定といたします。
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　次に事務局より、議案第３号８番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第３号８番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書
の４ページに記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条
第3項の各要件を満たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

　ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第３号８番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第３号８番の集積計画について、決定することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第３号８番の集積計画について決定といたします。

　次に事務局より、議案第３号９番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第３号９番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書
の５ページに記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条
第3項の各要件を満たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

　ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第３号９番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第３号９番の集積計画について、決定することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第３号９番の集積計画について決定といたします。

　次に事務局より、議案第３号１０番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第３号１０番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書
の５ページに記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条
第3項の各要件を満たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

　ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第３号１０番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
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　権利の種類が使用貸借権の設定となっているが、その理由は。

　所有者は遠方で自己管理が困難なうえ、山と山の間の農地が多く、日陰になったり鹿の被害も
多く、質のよい飼料作物の収穫が少ないことから、使用貸借権の設定となっております。

　他にご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第３号１０番の集積計画について、決定することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第３号１０番の集積計画について決定といたします。

　次に事務局より、議案第３号１１番の議案の朗読と説明をお願いいたします。
　なお議案第３号１１番及び１２番の案件は、５番川端英幸委員が新ひだか町農業委員会会議規則
第１３条の議事参与の制限にあたりますので、審議が終了するまで退室をお願いします。
　　　（５番川端英幸委員　退室）

【議案第３号１１番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書
の６ページに記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条
第3項の各要件を満たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

　ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第３号１１番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第３号１１番の集積計画について、決定することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第３号１１番の集積計画について決定といたします。

　次に事務局より、議案第３号１２番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第３号１２番を議案書をもとに朗読】
　
　以上の計画要請の内容は、お手元にございます別添農業経営基盤強化促進法第１８条調査書
の６ページに記載されていますとおり、経営面積・従事日数など農業経営基盤強化促進法第18条
第3項の各要件を満たしていると考えます。以上で議案の朗読と説明を終わります。

　ただいまの説明に関連して地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第３号１２番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)
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　採決いたします。議案第３号１２番の集積計画について、決定することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第３号１２番の集積計画について決定といたします。
　それでは、議案第３号１１番及び１２番の審議が終了しましたので、５番川端英幸委員の入室
を認めます。
　　　（５番川端英幸委員　入室）

　次に議案第４号農業振興地域における農用地区域の変更等に係る意見についてを、議題と
いたします。
　事務局より議案第４号１番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

　それでは、議案第４号の議案書をご覧下さい。農業振興地域における農用地区域の変更等
については、除外が２件、用途変更が１件の計３件です。議案書をもとに説明します。

【議案第４号１番を議案書をもとに朗読】

  順位１番ですが、太陽光発電所の設置に伴う除外の案件です。事業計画地は、用地選定調
査の結果、日射条件が比較的良く平坦であり、接続可能な配電線の隣接地である最適地が選
定されております。また、この地区において他の候補地は、土地形状や費用面等で条件が悪く、
一番条件の良かった本計画地が選定されており、事業計画者は経済産業省の設備認定につい
て文書での通知を受けてもいます。
　事業計画地の現況地目は雑種地ですが、農用地区域内のため除外の届出が町にされまして、
町より意見を求められているものです。
　昨日、農地法関係事務処理要領に基づく現地調査を担当地区農業委員に行っていただき、
除外について適当である旨の意見をいただいております。

以上で議案の朗読と説明を終わります。

　ただいまの説明に関連して、地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第４号１番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第４号１番について、適当であるとの決定に異議ございませんか。
　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第４号１番はこれを適当であると決定し、町長への意見といたします。

　次に事務局より、議案第４号２番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第４号２番を議案書をもとに朗読】

  順位２番ですが、順位１番と同様の太陽光発電所の設置に伴う除外の案件です。事業計画
地は、用地選定調査の結果、日射条件が比較的良く平坦であり、接続可能な配電線の隣接地
である最適地が選定されております。
　事業計画地の現況地目は原野ですが、農用地区域内のため除外の届出が町にされまして、
町より意見を求められているものです。
　昨日、農地法関係事務処理要領に基づく現地調査を担当地区農業委員に行っていただき、
除外について適当である旨の意見をいただいております。

以上で議案の朗読と説明を終わります。
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　ただいまの説明に関連して、地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第４号２番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。

　この案件についての意見ではなく、今後の参考としてですが、山の傾斜地の上にある山林や
雑種地を太陽光関係等で開発する場合、下に農地を所有している農業者の許可を受けなくて
はいけないのか。例えば、上の土地で開発許可がされ、その開発行為の影響で下の農地に水
が流れてくる被害があり、下の農地の水はけが悪くなってしまった場合、これは農業委員会が
考えることなのか。農業委員会は、どこまで指導出来るものなのか。

  基本的には、山林の伐採であれば林務関係の届出や許可が必要になると思われますし、大
きな面積の開発であれば、たしか町企画サイドへの届出が必要になると思われます。
　ご指摘の例で考えると、開発行為の結果、下の農地に影響を与えた場合は、農業委員会が
指導するのではなく、許可をした担当機関、担当課であったり、被害を受けた土地所有者が申
入れするなど、それぞれが対応することになると考えます。

　わかりました。

　他にご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第４号２番について、適当であるとの決定に異議ございませんか。
　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第４号２番はこれを適当であると決定し、町長への意見といたします。

　次に事務局より、議案第４号３番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第４号３番を議案書をもとに朗読】

  順位３番ですが、農業用施設の建築に伴う用途変更の案件です。経営地を管理するための
必要な倉庫を建築するもので、事業計画地は、利便性の高い営農管理上最適地を選定してお
ります。農業用施設のため用途変更の届出が町にされまして、町より意見を求められているも
のです。
　昨日、農地法関係事務処理要領に基づく現地調査を担当地区農業委員に行っていただき、
計画面積は、内容からみても農業経営上必要なものであり、用途の変更について適当である
旨の意見をいただいております。

以上で議案の朗読と説明を終わります。

　ただいまの説明に関連して、地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第４号３番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第４号３番について、適当であるとの決定に異議ございませんか。
　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第４号３番はこれを適当であると決定し、町長への意見といたします。
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　次に議案第５号現況証明下附願いに対する発給についてを、議案といたします。
事務局より議案第５号１番の議案の朗読と説明をお願いします。

　それでは、議案第５号の議案書をご覧下さい。現況証明下附願いに対する発給について
は計３件です。議案書をもとに説明します。

　　【議案第５号１番を議案書をもとに朗読】

　順位１番ですが、申請地は道路敷地と山林に挟まれた細長い土地であります。上下水道管
も整備されており、宅地に隣接した土地で雑木も点在しており、今後ここで営農作付する見込
みがないこと、並びにこの土地を処分するため、非農地の証明願いが出されたものです。
　昨日、農地法関係事務処理要領に基づく現地調査を、地区担当農業委員に行っていただき、
非農地である旨の意見をいただいております。

　ただいまの説明に関連して、地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第５号１番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第５号１番については、現況証明を発給することと決定してよろしい
ですか。　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第５号１番については現況証明を発給することと決定いたします。

　次に事務局より、議案第５号２番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第５号２番を議案書をもとに朗読】

　順位２番ですが、申請地は道路敷地と宅地に隣接した都市計画区域内にある狭隘な農地で
す。古い住宅が建っており、地目整理するために非農地の証明願いが出されたものです。
　昨日、農地法関係事務処理要領に基づく現地調査を、地区担当農業委員に行っていただき、
今後ここで営農作付する見込みがないことから、非農地である旨の意見をいただいております。

　ただいまの説明に関連して、地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第５号２番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第５号２番については、現況証明を発給することと決定してよろしい
ですか。　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第５号２番については現況証明を発給することと決定いたします。
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　次に事務局より、議案第５号３番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第５号３番を議案書をもとに朗読】

　順位３番ですが、申請地は道路敷地と宅地に隣接した狭隘な農地です。上下水道管が整備
されている土地で、この度、土地を処分するため、非農地の証明願いが出されたものです。
　昨日、農地法関係事務処理要領に基づく現地調査を、地区担当農業委員に行っていただき、
今後営農作付する見込みがないことから、非農地である旨の意見をいただいております。

　ただいまの説明に関連して、地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第５号３番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第５号３番については、現況証明を発給することと決定してよろしい
ですか。　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第５号３番については現況証明を発給することと決定いたします。

　ここで事務局より追加議案の申出があり、追加議案を認めましたので、事務局より議案第５号
４番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

　それでは、別添配付の議案第５号４番の議案をご覧ください。

【議案第５号４番を議案書をもとに朗読】

　順位４番ですが、申請地は宅地と山林に挟まれた土地で、農業振興地域の農用地区域外の
土地です。所有者は町外の方が多い共有名義で、借手を探してもがなかなか見つからず、肥
培管理を十分に出来なかった農地であり、この度、土地を処分するため非農地の証明願いが
出されたものです。
　昨日、農地法関係事務処理要領に基づく現地調査を、地区担当農業委員に行っていただき、
今後ここで営農作付する見込みがないこと、加えて借手が見つからなかったことから、非農地
である旨の意見をいただいております。

　ただいまの説明に関連して、地区担当農業委員より補足説明ありませんか。

　議案第５号４番については、事務局の説明のとおりです。

　ありがとうございました。これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第５号４番については、現況証明を発給することと決定してよろしい
ですか。　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第５号４番については現況証明を発給することと決定いたします。

　次に、議案第６号買受適格証明願いに対する発給についてを、議案といたします。
事務局より議案第６号1番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

　それでは、議案第６号の議案書をご覧下さい。買受適格証明願いに対する発給については
計２件です。議案書をもとに説明します。

　　【議案第６号１番を議案書をもとに朗読】
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　本案件は、静内真歌の故秋田春蔵子氏の所有地が、札幌地方裁判所から競売で公示された
もので、平成２９年５月２７日が入札期日となっております。
　順位１番の申請人は、過去の競売で静内真歌の農地を所有しておりますが、まだ、事務所及
び厩舎が建っていない状況ですが、厩舎等を建てた後、速やかに家畜の管理をするよう指導し
ております。
　この度の申請時に、農地を取得後は、荒廃農地とならないようにしっかり肥培管理を行うこと、
近隣又は地域の農業者との調和を図り、地域の共同作業には積極的に参加することを指導して
おります。
　順位１番の申請人は、以前の住所が鵡川町でした。現在は新冠町の万世に変更されており、
理由を聞きましたら、構成員である村田大作氏の、新冠町にある事務所を一時借りて、静内真
歌の事務所が完成するまでの措置であり、しずない農協からの指導もあったと聞いております。
　次に、資金力の確認ですが、残高証明書も提示してもらい購入資金があることは確認してお
ります。
　補足ですが、今回、この静内真歌の農地が購入できたと仮定し、ここに事務所及び厩舎等を
農地転用申請して、完成後、本格的に家畜を飼養する計画であると説明を受けております。
　農地法第３条第２項の各号を事務局で調査したところ、非該当項目には該当していないと判
断しており、買受適格者であると考えております。
　また、順位１番の申請者が競売の落札者となり、農地法第３条の規定による許可申請がされ
た場合、許可相当であると考えますが、併せてご審議願います。

　順位１番について、これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。

　順位１番の申請人については、以前の農地購入時でも計画書は出されていたが、事務所や
厩舎等を農地転用で建てる計画であるなど、なかなか形が見えてこないと感じている。農地は
購入したものの途中で撤退することはないかと心配になる。事務局から、継続して指導願いた
い。

　農地管理はもちろん、事務所や厩舎の建築など、計画通りに進めるよう継続指導していきた
いと考えます。

　前川委員の危惧されている点は、私も同意見ですので、十分に注意しながら指導していただ
きたい。

　貴重なご意見ありがとうございました。事務局も色々と情報収集しながら、指導していきたいと
考えております。

　その他に、何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第５号１番については、買受適格証明を発給することと決定してよろ
しいですか。
　また、競売の落札者から農地法第３条の規定による許可申請がされた場合、これを許可
相当と決定してよろしいか、併せて採決いたします。
　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第５号1番については買受適格証明を発給するとともに、競売の
落札者より農地法第３条の規定による許可申請がされた場合、これを許可相当と決定いた
します。

　次に事務局より、議案第５号２番の議案の朗読と説明をお願いいたします。

【議案第５号２番を議案書をもとに朗読】
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　本案件は、順位１番と同様の競売案件です。
　この度の申請時に、農地を取得後は、荒廃農地とならないようにしっかり肥培管理を行うこと、
近隣又は地域の農業者との調和を図り、地域の共同作業には積極的に参加することを指導して
おります。
　順位２番の申請人について、この農地を取得した後も営農していけるものか、農地法第３条
第２項の各号を事務局で調査したところ、非該当項目には該当していないため、買受適格者で
あると考えております。
　また、順位２番の申請者が競売の落札者となり、農地法第３条の規定による許可申請がされ
た場合、許可相当であると考えますが、併せてご審議願います。

　これより質疑に入ります。何かご質問、ご意見ございませんか。
　　　　　(質問、意見なし)

　採決いたします。議案第５号２番については、買受適格証明を発給することと決定してよろ
しいですか。
　また、競売の落札者から農地法第３条の規定による許可申請がされた場合、これを許可
相当と決定してよろしいか、併せて採決いたします。
　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第５号２番については買受適格証明を発給するとともに、競売の
落札者より農地法第３条の規定による許可申請がされた場合、これを許可相当と決定いた
します。

以上で、本日の議案の審議並びに報告事項はすべて終了いたしました。
この際、その他の件について、委員からご発言があれば挙手をお願いいたします。

　　　　　(発言なし)

　よろしいですか。それでは、以上をもちまして、新ひだか町農業委員会第２１回総会を閉会
いたします。
        （終了時刻　午前１１時２３分）

   以上のとおり、会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するためにここに署名する。
  

  平成２９年４月２７日（議事録調整日　平成２９年５月１２日）
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