
 

 

 

 

平成 30年第 13回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 平成30年12月25日（火）午前10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   遊佐 義秀   松下 敬夫 

佐藤  修   小貫  豊   阿部 宏昭   佐々木 園美 

 

４ 欠席委員 

   農地利用最適化推進委員 

広瀬 英俊   白圡 健一郎  

 

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13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 現況証明届出専決処分について 
１ １  承  

議案第１号 農地法第３条の許可申請について 
１ ２  可  

２ ２ 可  

３ ２ 可  

４ ２～３ 可  

５ ３ 可  

６ ４ 可  

７ ４～５ 可  

８ ５ 可  

９ ５～６ 可  

議案第２号 農地法第４条の許可申請について 
１ ７  可  

議案第３号 農地法第 18条第６項の規定による合意解約通

知の成立状況について 
１ ８ 可  

２ ８ 可  

議案第４号 農用地利用集積計画の決定について 
８－１ ９ 可  

８－２ ９ 可  

８－３ ９ 可  
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議案第４号 農用地利用集積計画の決定について 
８－４ ９ 可  

８－５ ９ 可  

８－６ 10 可  

８－７ 10 可  

８－８ 10 可  

８－９ 10 可  

８－10 10 可  

８－11 10 可  

８－12 11 可  

８－13 11 可  

８－14 11 可  

８－15 11 可  

８－16 11 可  

８－17 12 可  

８－18 12 可  

８－19 12 可  

８－20 12 可  

８－21 13 可  
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議案第４号 農用地利用集積計画の決定について 
８－22 13 可  

８－23 13 可  

８－24 13 可  

８－25 13 可  

８－26 13 可  

８－27 14 可  

８－28 14 可  

８－29 14 可  

８－30 14 可  

８－31 14 可  

８－32 14 可  

８－33 15 可  

８－34 15 可  

８－35 15 可  

８－36 15 可  

８－37 15 可  

８－38 16 可  

８－39 16 可  
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議案第４号 農用地利用集積計画の決定について 
８－40 16 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13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１件、議案４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、推進委員の広瀬英俊委員、白圡健一郎委員より、総会を欠席する旨の連絡がありました。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び平成31年１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３番、菅原健一委員並びに議席番号４番、畠山義則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、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。 

  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、議案第１号、農地法第３条の許可申請についてを上程します。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から６まで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から６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） 
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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。 

 

会長 次に、番号４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４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４については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号５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５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５については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号６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６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６については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号７及び８ですが森正一委員の案件であることから、会議規則第10条の規定により審

議の間、森正一委員の退席をお願いします。 

（森正一委員退席） 

会長 それでは、番号７から８まで事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第１号番号７から８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７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７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７については許可処分相当といたします。 

 

会長 次に、番号８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８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８については許可処分相当といたします。 
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（森正一委員着席） 

会長 森正一委員に報告します。番号８については原案のとおり許可処分相当といたしました。 

 

会長 次に、番号９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９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９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９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９については許可処分相当といたします。 

 

会長 続きまして、議案第２号、農地法第４条の許可申請についてを上程します。このことについて、

次のとおり農地法第４条第１項の規定による申請がありましたので、委員会の審議を求めます。 

なお、本案件については、農業委員会総会の判断及び意見をもとに、農業委員会会長の専決で許

可または不許可の処分を行うことといたします。 

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。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 続きまして、議案第３号、農地法第18条第６項の規定による合意解約通知の成立状況について

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３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。番号１について発言のある方は挙手願います。 

 

八木沼委員 よろしいですか。本日の委員会の承認を得た時点で初めて合意となるべきなら、引渡し

日は今日の日付となるべきなのではないでしょうか。 

 

農地係長 引渡しは既に成り立っています。今回、審議していただくのは、引渡しの時期が６ヶ月以
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内に行われているかという確認事項ということになります。 

 

八木沼委員 解約について反対かどうかという意味ではなくて。 

 

農地係長 そうですね。引渡しの時期が６ヶ月以上となっている場合は、審議されて通らないという

こともあります。 

 

農地係主任 受理した日から解約して引き渡す日までが６ヶ月以内かを確認するもので、６ヶ月を超

えた場合には北海道知事の許可を受けなければならないとなっています。 

 

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。番号１について、

原案のとおり受理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については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 続きまして、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、原案のとおり受理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については原案のとおり受理することといたします。 

 

会長 続きまして、議案第４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ていま

すので、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、８-１から８-７まで事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第４号８-１から８-７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。８-１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。８-１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、８-１については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-２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。８-２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、８-２については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-３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
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す。８-３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、８-３については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-４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。８-４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、８-４については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-５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。８-５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、８-５については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-６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。８-６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、８-６については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-７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。８-７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、８-７については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 次に、８-８及び８-９ですが森正一委員の家族の案件であることから、会議規則第10条の規定

により審議の間、森正一委員の退席をお願いします。 

（森正一委員退席） 

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４号８-８から８-９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。８-８について発言のある方は挙手願います。 

 

阿部委員 ちょっと聞きたいのですけども、このように経営移譲で息子さんが経営者になって、家と

してみたら再設定なんですけども、●●●さん本人からみると初めての案件ではないかと思うので

すけども、こういった事例の場合は再設定という扱いで進めていいのでしょうか。 

 

農地係主任 経営体として一つの同じ案件になると判断しておりまして、世帯の内容も経営主の変更

としての今回の案件なので再設定とさせていただいております。 
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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。８-８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、８-８については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-９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。８-９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、８-９については原案のとおり決定いたします。 

（森正一委員着席） 

会長 森正一委員に報告します。８-８及び８-９については原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、８-10及び８-11について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第４号８-10及び８-11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。８-10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。８-10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、８-10については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-11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。８-11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、８-11については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 次に、８-12ですが佐藤和信委員の案件であることから、会議規則第10条の規定により審議の間、

佐藤和信委員の退席をお願いします。 

（佐藤和信委員退席） 

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４号８-12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。８-12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。８-12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、８-12については原案のとおり決定いたします。 

（佐藤和信委員着席） 
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会長 佐藤和信委員に報告します。８-12については原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 続きまして、８-13から８-32について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第４号８-13から８-32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。８-13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。８-13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、８-13については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-14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。８-14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、８-14については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-15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。８-15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、８-15については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-16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。８-16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、８-16については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-17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。８-17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、８-17については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-18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。８-18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、８-18については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-19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。８-19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） 
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会長 賛成多数ですので、８-19については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-20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。８-20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、８-20については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-21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。８-21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、８-21については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-22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。８-22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、８-22については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-23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。８-23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、８-23については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-24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。８-24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、８-24については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-25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。８-25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、８-25については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-26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。８-26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、８-26については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-27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。８-27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。 
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（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、８-27については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-28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。８-28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、８-28については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-29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。８-29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、８-29については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-30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。８-30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、８-30については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-31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。８-31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、８-31については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-32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。８-32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、８-32については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 次に、８-33ですが白圡健一郎委員の案件でありますが、本日、欠席の届出がありましたので、

このまま議事を進めます。 

 それでは、８-33から８-40まで事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第４号８-33から８-40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。８-33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。８-33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、８-33については原案のとおり決定いたします。 
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会長 続きまして、８-34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。８-34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、８-34については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-35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。８-35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、８-35については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-36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。８-36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、８-36については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-37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。８-37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、８-37については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-38について発言のある方は挙手願います。 

 

八木沼委員 決定を受ける●●●●さんは先ほど、息子さんに経営移譲する案件ででてきましたが、

今回は再設定ということで、あくまで借主は父の●●●●さんで問題ないのでしょうか。 

 

農地係主任 ●●●●さんですが、息子さんに経営移譲するのですけども、息子さんはまだ認定農業

者の申請を行っていませんので、基盤強化法を使うにあたって今回はお父さんの●●●●さんで契

約しております。 

 

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。８-38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、８-38については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-39について発言のある方は挙手願います。 

 

遊佐委員 金額が１反あたり●●●円ぐらいになっており、一般的な金額より高いような気がするの

ですが。また、ハウス等の上物を含めた値段ということではないですよね。 
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農地係主任 はい。１反あたり●●●円ぐらいになるんで、確かにおっしゃるとおり高めにはなって

おりますけど、売主が平成18年に買った際の購入価格に近い金額で売買という話になっています。 

 

農地係長 かなり条件の良い土地でして、弄月館から南側の場所で、井戸も整備されていたりします。

ハウスもありますが、耐用年数を過ぎていて評価できるようなものではありません。 

 

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。８-39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、８-39については原案のとおり決定いたします。 

 

会長 続きまして、８-40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。８-40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、８-40については原案のとおり決定いたします。 

 

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13回農業委員会総会を閉会いたします。 

 


