
 

 

平成 30年第４回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 平成30年４月20日（金）午後４時00分より 

      

２ 場  所 北海道伊達市役所第２庁舎 第１会議室 

 

３ 出席委員 

   農業委員 

１番 八木沼 保幸  ２番 佐藤 和信   ３番 菅原 健一         

４番 畠山 義則   ５番 梅津 和美   ６番 矢野 雅宏 

７番 森  正一   ８番 三木 克輝   ９番 菅原 俊和 

   農地利用最適化推進委員 

板東 俊昭   眞栁 昭夫   広瀬 英俊   遊佐 義秀 

松下 敬夫   佐藤  修   小貫  豊   阿部 宏昭 

白圡 健一郎  佐々木 園美 

 

４ 欠席委員 

 

 

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長 櫛田 太郎  農地係長 安藤 雅史  農地係主任 千葉 悠太 
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平成30年第４回農業委員会総会議事 

                                      

区 分 申  請  内  容 
議事 

番号 
頁 

可否 

区別 
摘要 

報告第１号 農地法第５条の規定による届出について １ １  承  

報告第２号 現況証明届出専決処分について １ ２  承  

議案第１号 農地法第３条の許可申請について １ ３  可  

  ２ ３  可  

  ３ ３  可  

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について １－１ ４  可  

  １－２ ４  可  

  １－３ ４  可  

議案第３号 現況証明について １ ５  可  

  ２ ５  可  

議案第４号 
平成 29年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価（案）について 
 ６  可  

議案第５号 
平成 30年度の目標及びその達成に向けた活動

計画（案）について 
 ６  可  

以下余白      
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会長 それでは、ただいまから、平成30年第４回伊達市農業委員会の総会を開会いたします。出席農

業委員は、９名中９名で、定足数に達しておりますことから、会議は成立しております。 

本日の案件は、報告２件、議案５件となっております。いつものように、慎重な中にも迅速に議

事が進みますようお願いいたします。 

それでは事務局長より、諸般の報告をお願いいたします。 

 

局長 本日、欠席委員はおりません。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び平成30年５月の行事予定につきましては、お手元に配布

しました「のうい通信」のとおりでございます。 

以上、諸般の報告といたします。 

 

会長 議事に入ります前に、会議規則第13条第２項の規定により、議事録署名委員を指名いたします。

議席番号１番、八木沼保幸委員、並びに議席番号２番、佐藤和信委員の両委員を指名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局の千葉主任を指名いたします。 

 

会長 それでは、報告第１号、農地法第５条の規定による届出についてを報告いたします。このこと

について、認定電気通信事業に供する中継施設の設置に伴う農地転用に関する届け出がありました

ので、農地法第５条第１項第７号及び農地法施行規則第53条第１項第14号の規定により農地転用の

許可は不要であることの通知を行ったので報告します。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （報告第１号について議案書をもとに説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、報告第２号、現況証明届出専決処分についてを報告いたします。このことについて、次

のとおり現況証明を交付したので報告します。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （報告第２号について議案書をもとに説明） 

 

会長 ただいまの説明について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。特に発言がないよ

うですので、報告どおり承認することといたします。 

 

会長 次に、議案第１号、農地法第３条の許可申請について上程します。このことについて、次のと

おり農地法第３条第１項の規定による許可申請がありましたので、委員会の審議を求めます。 

それでは、番号１及び番号２について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第１号、番号１及び番号２について議案書をもとに説明） 
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会長 それでは審議に入ります。番号１について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号１について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願い

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号２について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

番号２について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号３ですが小貫委員の案件であることから、会議規則第10条の規定に準じて審議の間、

小貫委員の退席をお願いします。 

    （小貫委員退席） 

会長 それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第１号、番号３について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。番号３について発言のある方は挙手願います。よろしいですか。そ

れでは採決します。番号３について、原案のとおり許可処分することに賛成の農業委員は挙手願い

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３については許可処分相当といたします。 

    （小貫委員着席） 

会長 小貫委員に報告します。番号３については原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、議案第２号、農用地利用集積計画の決定についてを上程いたします。このことについて、

農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定により、伊達市長から決定を求められたので、委員会

の審議を求めます。あわせて、所有権を取得した者から請求があるときは、嘱託登記を行うものと

します。 

  それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは、審議に入ります。１-１について、発言のある方は挙手願います。 

 

遊佐推進委員 長和町の水田にしては、反あたり13万くらいと少し安くなっております。その件の説

明をさせていただきます。この場所は、長和の海岸寄りの水田ですが、現状は笹林というか耕作放

棄地に近い状態になっておりまして、何年も耕作されておりません。持ち主から土地改良区に水利
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税がかかっていて困っていますと相談がありまして、隣地の●●さんに借りるか、買っていただく

かの相談をしたところ、あまり高くない金額であれば、ということでこの金額で買っていただいた

という経緯でございます。 

 

会長 他に発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。１-１について、原

案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、１-１については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 次に、１-２について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

１-２について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、１-２については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 次に、１-３について、発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。

１-３について、原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、１-３については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 次に、議案第３号、現況証明についてを上程いたします。このことについて、次のとおり証明

の願い出がありましたので、証明を発給することについて、委員会の審議を求めます。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号について議案書をもとに説明） 

 

会長 番号１について、地区担当委員より、現況調査の結果を説明願います。 

 

広瀬推進委員 ３月28日、地区担当委員３名と事務局２名で現地を見てまいりました。現地調査内容

は事務局が説明したとおり、採石現場となっており農地として利用されていなかったことを確認し

てきました。場所は高速道路の北側で、洞爺湖町との境目に近い箇所にあります。以上です。 

 

会長 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願います。よろ

しいですか。それでは採決します。原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手をお願いし

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号１については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

会長 次に、番号２について地区担当委員より現況調査の結果を説明願います。 

 

森農業委員 ４月10日、地区担当委員３名と事務局２名で現地を見てまいりました。場所は北稀府の
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山樹園を海岸方面へ降りていき、踏切を渡ったすぐ横の土地になります。現地調査内容は、事務局

が説明したとおり、数十年来の未耕作地であり、雑木、ヨシ等の雑草が繁茂しており、農地として

利用されていなかったことを確認してきました。以上です。 

 

会長 ただいまの地区担当委員並びに事務局からの説明に対して発言のある方は挙手願います。よろ

しいですか。それでは採決します。原案のとおり決定することに賛成の農業委員は挙手をお願いし

ます。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号２については農地・採草放牧地以外として証明を発給することといた

します。 

 

会長 次に、議案第４号、平成29年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）について

と議案第５号、平成30年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）についてを上程します。 

  それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第４号、第５号について議案書をもとに説明） 

 

会長 それでは審議に入ります。ただいまの事務局の説明に対して発言のある方は挙手願います。 

 

菅原農業委員 議案第４号のⅣ遊休農地に関する措置に関する評価の３番目の活動実績とあるのです

が、この中で農地の利用意向調査をすることになっていたようですが、調査してないような気がす

るのですが。 

 

農地係主任 農地の利用状況調査というのが、昨年、委員の皆さんと一緒に回っていただきました現

地の確認でありまして、その上で発見された遊休農地について所有者に、この遊休農地をどうされ

ますか、と意向を確認する調査なのですが、今回は対象がなかったということで空欄になっており

ます。 

 

農地係長 実際、一昨年よりも遊休農地は増えておらず、意向調査は前年以前に行っておりますので、

それ以上の意向は確認しなくてよいということになりました。新たに出てきた場合は意向調査を行

うことになっております。 

 

会長 他に発言のある方は挙手願います。 

 

八木沼委員 違反転用という言葉がありますが、具体的にどんな事例があるのか知りたいのですが。 

 

農地係長 今のところ事例はありませんが、例えば無断で岩石採取されたとか、転用許可されていな

いところに家を建てたとか、農地を農地以外のものに無断でした場合に違反転用となります。 

 

会長 他に発言のある方は挙手願います。よろしいですか。それでは採決します。議案第４号につい
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て意見を募集することに賛成の農業委員は挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、原案のとおり意見を募集することといたします。 

 

会長 次に、議案第５号について意見を募集することに賛成の農業委員は、挙手願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、原案のとおり意見を募集することといたします。 

 

会長 以上で、本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、平成30年第４回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


