
 

 

 

 

令和元年第８回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和元年８月23日（金）午前９時50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   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    

    佐々木 園美 

４ 欠席委員 

   農業委員 

８番 三木 克輝 

   農地利用最適化推進委員 

白圡 健一郎 

 

５ 農業委員会事務局職員 

事務局長 髙橋 正人  農地係長 安藤 雅史  農地係主任 千葉 悠太 

経済環境部農務課職員 

   農務課長 佐々木 剛  農政係長 我孫子 貴 
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令和元年第８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  

２ 1 承  

議案第１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 ２ 可    

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 
５－１ ３ 可  

５－２ ３ 可  

５－３ ３ 可  

議案第３号 現況証明について 
１ ４ 可  

議案第４号 農地所有適格法人の要件確認について 
１ ５ 可  

２ ５ 可  

議案第５号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の

提出について 
１ ６ 可  

以下余白  
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会長 それでは、ただいまから、令和元年第８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８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、議席番号８番、三木克輝委員、推進委員の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・行事及び令和元年９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。 

 なお、本日の議案第５号につきましては、●●農園関係の議案でございまして、議案審議に万全

を期すため議案上程の際に説明員として農務課が入室しますので、ご了承願います。 

 

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。 

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１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 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ていますので、
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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。５-１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。５-１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、５-１については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、５-２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。５

-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、５-２については原案のとおり決定することといたします。 

 

会長 次に、５-３について発言のある方は挙手願います。 

 

森委員 貸主の自作地より、今回設定等する地積が多いのは、既に借主に貸していた分も入っている

ということでしょうか。 

 

事務局 はい、その通りです。 

 

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。５-３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、５-３については原案のとおり決定することといたします。 

 

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。 

 

遊佐委員 ８月13日に、地区担当委員３名と事務局１名で現地に行ってまいりました。願出地は事務

局の説明したとおり、十数年以上の未耕作地であり、ヨモギ等の雑草や雑木が繁茂しており、農地

として利用されていないことを確認してまいりました。以上です。 
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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。番号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、議案第４号、農地所有適格法人の要件確認についてを上程いたします。このことについ

て、農地法第６条第１項、農地法施行規則第58条第１項の規定による報告書を受理したので、委員

会の審議を求めます。 

 

会長 はじめに、番号１ですが小貫豊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、小貫豊委員の退席をお願いします。 

（小貫豊委員退席） 

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、番号１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受理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については原案のとおり受理することといたします。 

（小貫豊委員着席） 

会長 小貫豊委員に報告します。番号１については原案のとおり受理することとされました。 

 

会長 次に、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４号、番号２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については原案のとおり受理することといたします。 

（農務課職員着席） 

会長 次に、議案第５号、農業振興地域整備計画の変更に係る意見書の提出についてを上程いたしま

す。このことについて、伊達市長より農業振興地域整備計画の変更に係る意見書を求められたので、

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。 



- 5 - 

 

事務局 （議案第５号について議案書をもとに説明） 

 

会長 ただ今の説明に補足があれば、農務課より説明をお願いします。 

 

農務課農政係長 現在の進捗状況と今後のスケジュールの見込みについてお伝えいたします。現状で

は農振の用途変更に必要な資料が揃いまして、胆振総合振興局との事前協議も整ったことから、本

日の議案として上程させていただきました。手続きがこのまま順調に進んだ場合につきましては、

大体、10月の中旬から下旬頃に農振の計画変更の決定がされる見込みとなっております。その時期

に間に合うように、農振以外の都市計画法の適合証明ですとか、道路法の手続き、農用地利用集積

計画の変更など、工事を始めるまでに済ませなければならない手続きについても現在、●●農園さ

ん側と、うちの各担当課で協議をしているところです。●●農園さんとしましては、農業用ハウス

の底面にコンクリート張りした農地ということで、農作物栽培高度化施設の届出を行う方針という

ことで変わりがないものですから、今後その手続きも出てくる見込みになっております。今後の工

事のスケジュールですが、順調にいきますと、今年の10月中旬から下旬くらいの間に工事の着工が

できるようになりそうですので、その辺りから土地の造成工事を始めまして、来年の春から秋くら

いにかけて建築工事ですとか、中の設備工事を行い、来年の10月くらいにまず操業開始できるので

はないか、というようなスケジュールが示されております。建築工事につきましては、二回に分け

て行う計画になっておりまして、まず10月頃に第一期分ということで操業開始予定です。その後、

温室の部分を増設して生産量を増やしていくという予定があります。以上です。 

 

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、番号１については計画どおり承認することとして意見書を提出することと

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、令和元年第８回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


