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委員の皆様お疲れさまでございます。
総会開催に先立ち、６月２日に他界されました８番農業委員の酒井薫さんのご冥福をお祈りし、　

黙とうを捧げたいと思います。皆様ご起立願います。　黙とう
（黙とう後） ご着席ください。

　
　それでは、令和４年６月７日招集、第１０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、１番見上委員、６番中村委員です。
　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、２番土居委員、３番西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として事務局より追加報告の申し出がありましたので、これを報告第１号専決
　処分の報告についてとして許可します。報告第１号の議案の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。
農業委員会職員の任免につきましては、農業委員会等に関する法律第２６条第３項の規

定により、本来は、農業委員会が任免するということとなってございますが、本日の総会日
時はあらかじめ決まっていたこともあり、限られた時間のなか、職員の任免に関する会長専
決処分に関しその解釈等を確認させていただいたところ、全国的な取り扱いや解釈等を踏
まえますと、専決処分は可能であるという考え方について確認することができ、これらのこ
とを踏まえ、金森会長にも相談させていただいた結果、本年６月１日付けの新ひだか町の人
事異動発令に係る新ひだか町農業委員会の職員の任免については会長の専決処分を行い、
本日の委員会には、予定されていた議案に本件を追加報告という形で報告事項の１番目で
上程させていただきましたので委員各位のご理解を賜りたくよろしくお願い申し上げます。

【報告第１号を議案書をもとに説明】

　ただいまの説明について、質問意見ありませんか。

　　　　　(質問、意見なし)

　なければ、報告第１号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、報告第１号は事務局の報告どおり承認することといたします。

ここで、新旧事務局長よりご挨拶をいただくところですが、旧事務局長の久保様は公務
のため来られないという事で、１年間という短い期間でしたが大変お世話になりました。
と伝言を預かりました。
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　ここで事務局より追加報告の申し出がありましたので、これを報告第２号農業委員会委員の欠員
についてとして許可します。報告第２号の議案の説明をお願いします。

【報告第２号を議案書をもとに説明】
農業委員会委員の欠員について報告いたします。議席番号８番の酒井薫さんがお亡くなりになり、

欠員となりました。農業委員会等に関する法律には、委員の罷免、失職、辞任について規定があり、
異なった対応をすることとなります。
　今回は失職により欠員が生じた場合に含まれると考えております。以上ご報告申し上げます。

　ただいまの説明について、質問意見ありませんか。

　　　　　(質問、意見なし)

　なければ、報告第２号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、報告第２号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。
　議案第１号１番について事務局説明をお願いいたします。

　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３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】

　順位１番は、親の農地を息子さんが引き続き使用貸借するもので、借受人は経営面積、従事
日数等の農地法第３条第２項に各号に該当しておらず、許可要件を満たしているものと思われます。
以上ご審議をお願いします。

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

　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１号１番について、これを許可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番はこれを許可することと決定いたします。

　次に事務局より議案第１号順位２番について事務局説明してください。

【議案第１号２番を議案書をもとに説明】

  順位２番ですが、遠方在住の方の相続農地を、近隣の農業者が借り受けて営農するものです。
　なお、経営面積、従事日数等の農地法第３条第２項の各号に該当しておらず、許可要件を
満たしているものと考えます。以上ご審議をお願いします。

　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１号２番について、これを許可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１号３番の議案の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説明】

  順位３番ですが、土地所有者が亡くなり相続財産管理人を通じて近隣農業者が農地を買い
受けるものです。
　なお、経営面積、従事日数等の農地法第３条第２項の各号に該当しておらず、許可要件を
満たしているものと考えます。以上ご審議をお願いします。

　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１号３番について、これを許可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番はこれを許可することと決定します。

　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。
　事務局より議案第２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、所有権移転が１件、利用権設定が５件の６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説明】

  順位１番は、経営規模拡大のため近隣の農地を買い受けたいものです。
　なお、強化促進法第１８条第３項の各要件をみたしているものと考えます。

以上で議案の説明を終わります。

　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。

　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)

　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。議案の説明をお願いいたします。

　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番は、経営規模拡大のため近隣農地を借り受けるものです。
　なお、強化促進法第1８条第３項の許可要件を満たしているものと考えます。

以上で議案の説明を終わります。
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　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。議案の説明をお願いいたします。

　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番は、経営規模拡大のため近隣農地を借り受けるものです。
　なお、強化促進法第1８条第３項の許可要件を満たしているものと考えます。

以上で議案の説明を終わります。

　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。

　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。議案の説明をお願いいたします。

　それでは、順位４番について、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番は、経営規模拡大のため近隣農地を借り受けるものです。
　なお、強化促進法第1８条第３項の許可要件を満たしているものと考えます。

以上で議案の説明を終わります。

　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。

　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。

　次に順位５番についてを、議案といたします。議案の説明をお願いいたします。

　それでは、順位５番について、議案書をもとに説明します。
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【議案第２号５番を議案書をもとに説明】

  順位５番は、経営規模拡大のため近隣農地を借り受けるものです。
　なお、強化促進法第1８条第３項の許可要件を満たしているものと考えます。

以上で議案の説明を終わります。

　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。

　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５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５番の集積計画について、これを決定とします。

　次に順位６番についてを、議案といたします。議案の説明をお願いいたします。

　それでは、順位６番について、議案書をもとに説明します。

【議案第２号６番を議案書をもとに説明】

  順位６番は、経営規模拡大のため近隣農地を借り受けるものです。
　なお、強化促進法第1８条第３項の許可要件を満たしているものと考えます。

以上で議案の説明を終わります。

　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。

　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６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６番の集積計画について、これを決定とします。
ここで事務局より追加案件の申し出がありました。関連がありますのでこれを順位７番

から８番として許可いたします。議案の説明をお願いいたします。

　それでは、順位７番、８番について、議案書をもとに説明します。

【議案第２号７番から８番を議案書をもとに説明】

  順位７番から８番は、経営規模拡大のため近隣農地を借り受けるものです。
　なお、強化促進法第1８条第３項の許可要件を満たしているものと考えます。

以上で議案の説明を終わります。

　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。

　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５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７番から８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。事務局より、
議案第３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７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４
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、宅地に囲まれている農地で、都市計画用途区域内にある農地です。この度ここを
地目整理するために証明願いが出されております。
　昨日、現地調査を地区担当委員に行っていただき、周囲は宅地化されており、今後、営農作付
する見込みのない土地であることから、非農地である旨のご意見をいただいております。

以上で議案の説明を終わります。

　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。

　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。議案の説明をお願いいたします。

　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番も、宅地に囲まれている農地で、都市計画用途区域内にある農地です。この度ここを
地目整理するために証明願いが出されております。
　昨日、現地調査を地区担当委員に行っていただき、周囲は宅地化されており、今後、営農作付
する見込みのない土地であることから、非農地である旨のご意見をいただいております。

以上で議案の説明を終わります。

　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。議案の説明をお願いいたします。

　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。
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　【議案第３号３番を議案書をもとに説明】

　順位３番も、宅地に囲まれている農地で、都市計画用途区域内にある農地です。この度ここを
地目整理するために証明願いが出されております。
　昨日、現地調査を地区担当委員に行っていただき、周囲は宅地化されており、今後、営農作付
する見込みのない土地であることから、非農地である旨のご意見をいただいております。

以上で議案の説明を終わります。

　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。

　次に順位４番についてを、議案といたします。議案の説明をお願いいたします。

　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３号４番を議案書をもとに説明】

　順位４番も、宅地に囲まれている農地で、都市計画用途区域内にある農地です。この度ここを
地目整理するために証明願いが出されております。
　昨日、現地調査を地区担当委員に行っていただき、周囲は宅地化されており、今後、営農作付
する見込みのない土地であることから、非農地である旨のご意見をいただいております。

以上で議案の説明を終わります。

　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。

　ここで事務局より追加議案の申し出がありましたので、これを議案第４号として許可します。
　議案第４号、農地法第４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４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４号の議案書をご覧下さい。農地法第４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４号１番を議案書をもとに説明】

　順位１番は、軽種馬の増頭に伴い、厩舎を新築するべく申請が出されております。
　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４条第１項の転用不可
の項目に該当しないことからやむを得ない転用であると思われます。
　昨日、担当農業委員に現地調査を行っていただきまして、やむを得ない転用とのご意見をいた
だいております。

以上で議案の説明を終わります。
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　ただいまの説明に関連して、地区担当農業委員から補足説明をお願いいたします。

　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、これを許可相当と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４号１番はこれを許可相当との意見を付して、北海道農業会議に
諮問にかけ、北海道へ進達することに決定しました。

　ここで事務局より追加議案の申し出がありましたので、これを議案第５号として許可します。
　議案第５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。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は、用途変更が１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説明】

　順位１番は、先ほど議案第４号の農地法第４条で転用があがっています厩舎の新築で
ございます。計画地は放牧地や施設に隣接した農地で、最適地であると判断し選定したものです。
　以上、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５号１番について、これを適当と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５号１番はこれを適当であると決定し、町長への意見とします。

　ここで事務局より追加議案の申し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。
　議案第６号、農業委員会農業委員の辞任についてを、議題といたします。
　事務局より議案第６号の議案の説明をお願いいたします。

農業委員会委員の欠員につきましては、令和４年６月３日に、議席番号１番の見上久義
委員より別紙のとおり、新ひだか町へ辞任届が提出されました。辞任理由につきましては、
離農することに合わせ健康上の理由などで職務を遂行できないなど、正当な理由であると
判断でき、農業委員会等に関する法律第１３条の規定により、辞任について新ひだか町は
農業委員会へ諮問し、農業委員会はこれを受け総会で審議し答申するものでございます。
　ご審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいま事務局より説明がありましたが、見上農業委員より新ひだか町に辞任届が提出
されました。これについて、同意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６号は見上委員の辞任について同意し、新ひだか町へ答申
することと決定いたしました。
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　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。
　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。

２名の欠員となると、最適化業務など欠員地区に負担がかかることも考慮して、早急の
補充が必要と考えます。緊急動議を求めます。

ただいま３番委員から、緊急動議について発言がございました。
同意する委員は挙手をお願いします。

５名全員が挙手

出席委員の全員の同意を得ましたので、これを議案第７号として上程を認めます。

　次に議案第7号　新ひだか町農業委員の欠員に係る補充についてを議題にいたします。
事務局説明してください。

　それでは、農業委員におきまして、１名の失職と１名の辞任で2名の欠員となりましたが、
補充についてどういたしますか。

私は欠員した地区なのですが、地区限定で募集できないのか。

農業委員は、地区限定で選出するものではなく、新ひだか町全体での募集をしなければならない。

スケジュール的にはどうなのか。

　補充については、町広報等で募集広告を掲載し、募集期間を約３０日とし、候補者については
副町長をはじめ両地区農協等で組織する評価委員会で審議し、選考された候補者について
町議会で審議及び議決され決定することとなりますので、スケジュール的には９月の町議会
定例会での審議に向けて進めていくものと考えます。

欠員のままでは、地域活動に負担がかかることも懸念されるわけで、事務局は急務となるが
補充することに同意する方は、挙手願います。

５名全員が挙手

異議なしと認め、議案第７号について、欠員２名について補充することと決定しました。
事務局については、適切に事務を進めてください。

　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１０回総会を閉会いた
します。

        （終了時刻　午後１２時１０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４年６月７日（議事録調製日　令和４年６月３０日）
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