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　第２ 議案第１号

決定について
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　それではこれより、令和３年１０月１２日招集、第４回新ひだか町農業委員会総会を開催いたし
ます。   
　８番酒井委員から欠席の届出がありましたので報告いたします。
　以上により、出席委員は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報告いたします。
　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。

   挨拶

　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、５番安田委員、６番中村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、議案第１号、農地法第１８条第６項の規定に係る合意解約通知の成立状況
の確認についてを議題とします。
　議案第１号１番について、事務局説明して下さい。

　それでは、議案第1号の議案書をご覧下さい。農地法第１８条第６項の規定に係る合意解約
通知の成立状況の確認については１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説明】

　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)

　なければ、議案第１号1番は事務局の説明のとおり、承認することと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１号１番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２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、議案といたします。
　議案第２号１番について、事務局説明して下さい。

　それでは、議案第２号の議案書をご覧下さい。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は、利用権設定が４件です。
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説明】

  順位１番は、経営規模拡大のため、農地を借り受けたいもので、強化促進法第18条第3項
の許可要件は満たしているものと考えます。

ご審議のほどよろしくお願いします。

　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。

　ありません。

　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２号１番の集積計画を決定することに異議ございませんか。

　　　　　(異議なしの声多数)
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　賛成多数ですので、議案第２号１番の集積計画について、これを決定とします。

　次に順位２番についてを、議案といたします。事務局説明して下さい。

　それでは、順位２番の議案書をご覧下さい。議案書をもとに説明します。

【議案第２号２番を議案書をもとに説明】

  順位２番につきましても、経営規模拡大のため、農地を借り受けたいもので、強化促進法
第18条第3項の許可要件は満たしているものと考えます。

ご審議のほどよろしくお願いします。

　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。

　ありません。

　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２号２番の集積計画を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２号２番の集積計画について,これを決定とします。

　次に順位３番についてを、議案といたします。事務局説明して下さい。

　それでは、順位３番の議案書をご覧下さい。議案書をもとに説明します。

【議案第２号３番を議案書をもとに説明】

  順位３番につきましても、経営規模拡大のため、農地を借り受けたいもので、強化促進法
第18条第3項の許可要件は満たしているものと考えます。

ご審議のほどよろしくお願いします。

　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。

　ありません。

　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２号３番の集積計画を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２号３番の集積計画について、これを決定とします。

　次に順位４番についてを、議案といたします。事務局説明して下さい。

　それでは、順位４番の議案書をご覧下さい。議案書をもとに説明します。

【議案第２号４番を議案書をもとに説明】

  順位４番につきましては、利用権設定期間満了に伴う利用権設定の更新です。
ご審議のほどよろしくお願いします。

　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。

　ありません。

　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)
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　採決いたします。議案第２号４番の集積計画を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２号４番の集積計画について,これを決定とします。

　次に、議案第３号現況証明下附願いに対する発給についてを、議題といたします。
議案第３号１番について事務局説明をして下さい。

　それでは、議案第３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
３件です。議案書をもとに説明します。
　
　【議案第３号１番を議案書をもとに説明】

　順位１番は、周囲が道路と宅地に囲まれている都市計画区域内の農地です。狭隘な農地
で、肥培管理が難しく、今後、農地として利用する見込みがないことから、この度、ここを非農
地として処分するべく証明願いが出されました
　昨日、現地調査を地区担当委員に行っていただき、周囲は宅地化が進んでいるところで、
今後、営農作付けされる見込みがないことから非農地である旨のご意見をいただいておりま
す。ご審議のほどお願いします。

　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。

　ありません。

　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３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３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。

　次に順位２番についてを、議案といたします。事務局説明をして下さい。

　それでは、順位２番の議案書をご覧下さい。議案書をもとに説明します。
　
　【議案第３号２番を議案書をもとに説明】

　順位２番は、周辺が宅地化された都市計画区域内の農地で、狭隘で肥培管理が難しく資材
置き場として利用してきたため、この度、ここを非農地として地目整理するために証明願いが
出されました。
　昨日、現地調査を地区担当委員に行っていただき、周囲は宅地化が進んでおり、狭隘で肥
培管理も難しく、今後、営農作付けされる見込みがないことから非農地である旨のご意見をい
ただいております。ご審議のほどお願いします。

　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。

　ありません。

　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３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３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。

　次に順位３番についてを、議案といたします。事務局説明をして下さい。
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　それでは、順位３番の議案書をご覧下さい。議案書をもとに説明します。
　
　【議案第３号３番を議案書をもとに説明】

　順位３番は、周囲が道路、宅地、資材置き場に隣接した都市計画区域内の農地で、長年、
営農作付されていないことから、この度、ここを非農地として地目整理するために証明願いが
出されました。
　昨日、現地調査を地区担当委員に行っていただき、周囲は宅地化が進んでおり、肥培管理
も難しく、今後、営農作付けされる見込みがないことから非農地である旨のご意見をいただい
ております。ご審議のほどお願いします。

　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。

　ありません。

　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３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３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。

　次に議案第４号農業委員会農地パトロールの実施要領についてを、議案といたします。
　事務局より議案第４号の議案の説明をお願いいたします。

　　【議案第４号を議案書及び実施要領（案）をもとに説明】

　農地パトロールですが、今年は特に営農型発電設備が無許可で設置されているところが
無いか注意して見て頂きたいと考えています。ご審議のほどお願いいたします。

　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号については、これを実施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４号については、実施要領に基づき実施することと決定いたします。

　議案第５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５号１番の議案の説明をお願いいたします。

　それでは、議案第５号の議案書をご覧下さい。買受適格者証明願いに対する発給について
は３件です。買受適格証明については、裁判所の競売等、農地の入札に参加する場合に求
められるもので、農地法の許可を受ける見込みのある者であることを証明するものです。
　また、申請者が競売で落札した場合、農地法第３条の許可書を速やかに提出するよう求め
られることから、毎回、買受適格証明の発給の審議に際しては、農地法第３条の許可につい
ても併せてご審議いただいておりますのでご承知おき願います。
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説明】

　順位１番は、令和３年１１月５日から始まる札幌地方裁判所の競売に参加するため証明願
があったもので、当該農地を取得することで経営規模の拡大を図ろうとするものです。
　農地法第３条第２項の各号の不許可項目には該当していないことから、買受適格者として
の要件は満たしているものと考えております。買受適格証明の発給及び農地法第３条の許
可についてご審議をお願いします。
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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。

　ありません。

　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)

ろしいですか。
また、申請者が落札者となり、農地法第３条の規定による許可申請がなされた場合、許可

することに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者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。

　次に順位２番についてを、議案といたします。事務局説明をして下さい。

　　【議案第５号２番を議案書をもとに説明】

　順位２番につきましても、順位１番と同じ競売に参加し、当該農地を取得することで経営規模
の拡大を図ろうとするものです。
　農地法第３条第２項の各号の不許可項目には該当していないことから、買受適格者として
の要件は満たしているものと考えております。買受適格証明の発給及び農地法第３条の許
可についてご審議をお願いします。

　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。

　ありません。

　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)

ろしいですか。
また、申請者が落札者となり、農地法第３条の規定による許可申請がなされた場合、許可

することに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者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。

　次に順位３番についてを、議案といたします。事務局説明をして下さい。

　　【議案第５号３番を議案書をもとに説明】

　順位３番は、場所は異なりますが同様に競売に参加し、当該農地を取得することで経営効率
の向上を図ろうとするものです。
　農地法第３条第２項の各号の不許可項目には該当していないことから、買受適格者として
の要件は満たしているものと考えております。買受適格証明の発給及び農地法第３条の許
可についてご審議をお願いします。

　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。

　ありません。

　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)

ろしいですか。
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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３番については買受適格者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。

　ここで事務局より追加議案の申出がありましたので、これを順位４番から７番として許可しま
す。順位４番について、事務局説明してください。

　追加議案については、同じく議案第5号の買受適格証明願いで、順位４番から順位７番の
４件です。順位４番について説明しますので、議案書をご覧ください。

　　【議案第５号４番を議案書をもとに説明】

　順位４番につきましても、順位１番と同じ競売に参加し、当該農地を取得することで経営規模
の拡大を図ろうとするものです。
　農地法第３条第２項の各号の不許可項目には該当していないことから、買受適格者として
の要件は満たしているものと考えております。買受適格証明の発給及び農地法第３条の許
可についてご審議をお願いします。

　これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。

　参考までに聞きたいのですが、申請者の住所が遠方の場合、今回、上がっている方達は、
皆さん牧場を営まれている方で、分場にするとか問題ないと思いますが、そこまで考える必要
はないということで良いでしょうか。

　農地法３条には、離れ地で遠方だからダメだとかそういった縛りはありません。ただ、全部効
率利用要件というのがあって、すべての農地を無駄なく適切に利用できるのかということで審
査しています。今回、あがっているのは軽種馬牧場で農地も広く必要なことから、無駄なく適切
に管理できるものと考えています。

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４番については買受適格者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。

　次に順位５番についてを、議案といたします。事務局説明をして下さい。

　　【議案第５号５番を議案書をもとに説明】

　順位５番につきましても、同じく競売に参加し、当該農地を取得することで経営規模の拡大
を図ろうとするものです。
　農地法第３条第２項の各号の不許可項目には該当していないことから、買受適格者として
の要件は満たしているものと考えております。買受適格証明の発給及び農地法第３条の許
可についてご審議をお願いします。

　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)

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５番については買受適格者証明を発給するとともに、競売
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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。

　次に順位６番についてを、議案といたします。事務局説明をして下さい。

　　【議案第５号６番を議案書をもとに説明】

　順位６番につきましても、同じく競売に参加し、当該農地を取得することで経営規模の拡大
を図ろうとするものです。
　農地法第３条第２項の各号の不許可項目には該当していないことから、買受適格者として
の要件は満たしているものと考えております。買受適格証明の発給及び農地法第３条の許
可についてご審議をお願いします。

　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)

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６番については買受適格者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。

　次に順位７番についてを、議案といたします。事務局説明をして下さい。

　　【議案第５号７番を議案書をもとに説明】

　順位７番につきましても、同じく競売に参加し、当該農地を取得することで経営規模の拡大
を図ろうとするものです。
　農地法第３条第２項の各号の不許可項目には該当していないことから、買受適格者として
の要件は満たしているものと考えております。買受適格証明の発給及び農地法第３条の許
可についてご審議をお願いします。

　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)

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７番については買受適格者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。

　ここで事務局より追加議案の申出がありましたので、これを議案第６号として許可します。
事務局より議案第６号１番の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。農業経営基盤強化促進法第１６条第１項の
規定に基づく買入協議の要請については１件です。
議案書をもとに説明します。

　【議案第６号１番を議案書をもとに説明】

　順位１番は、新規就農者が現在、この農地を賃貸借して営農していますが、農地所有者が
売買による所有権移転を希望していることから、農地保有合理化事業を使い、農地中間管理
機構がこの農地を買い入れし、この農業者に５年間賃貸し、最終的には売買により所有権を
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移転しようとするものです。新規就農者につきましても農地保有合理化事業を希望しているこ
とから買入協議を要請することが適当と思われます。以上ご審議をお願いします。

　これより質疑に入ります。何かご質問ございませんか。

　この新規就農の方ですが、自分のところの組合員ですので補足したいのですが、就農した
当初に５年後に農地を取得するという約束をしていたのですが、大雪でハウスに被害を受け、
ハウスの建て替えを余儀なくされました。農地取得の約束の期限が間近に迫ってるのですが
今、取得するのは非常に大きな負担となるということで、農地中間管理機構で買い入れしても
らい、５年間は賃貸借で営農し、その後、農地を取得するものです。

　採決いたします。議案第６号１番については、買入協議の要請をすることに決定してよろしい
ですか。
　　　　　(異議なしの声多数)

　賛成多数ですので、議案第６号１番については買入協議を要請することと決定いたします。

　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た。
　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４回総会を閉会いた
します。

        （終了時刻　午前１１時４０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捺印する。

  令和３年１０月１２日（議事録調整日　令和３年１１月１１日）
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