
 

 

 

 

令和元年第 12回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和元年12月25日（水）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   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 

６番 矢野 雅宏   ８番 三木 克輝 

 

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 
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令和元年第12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３条の許可申請について 
１ ２ 可  

２ ２ 可  

議案第２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 ３ 可    

２ ３ 可  

議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
９－１ ４ 可  

９－２ ４ 可  

９－３ ４ 可  

９－４ ４ 可  

９－５ ４ 可  

９－６ ５ 可  

９－７ ５ 可  

９－８ ５ 可  

９－９ ５ 可  

９－10 ５ 可  

９－11 ５ 可  

９－12 ６ 可  

９－13 ６ 可  

９－14 ６ 可  
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議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
９－15 ６ 可  

９－16 ６ 可  

９－17 ６ 可  

９－18 ７ 可  

９－19 ７ 可  

９－20 ７ 可  

９－21 ７ 可  

９－22 ７ 可  

９－23 ７ 可  

９－24 ８ 可  

９－25 ８ 可  

９－26 ８ 可  

９－27 ８ 可  

９－28 ８ 可  

９－29 ８ 可  

９－30 ９ 可  

９－31 ９ 可  

９－32 ９ 可  

９－33 ９ 可  

９－34 ９ 可  

９－35 ９ 可  

９－36 10 可  
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議案第３号 農用地利用集積計画の決定について 
９－37 10 可  

９－38 10 可  

９－39 10 可  

９－40 10 可  

９－41 10 可  

９－42 11 可  

９－43 11 可  

９－44 11 可  

９－45 11 可  

９－46 11 可  

９－47 11 可  

９－48 12 可  

９－49 12 可  

９－50 12 可  

９－51 12 可  

９－52 12 可  

９－53 12 可  

９－54 13 可  

９－55 13 可  

９－56 13 可  

議案第４号 現況証明について 
１ 14 可  

２ 14 可  
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議案第５号 農地所有適格法人の要件確認について 
１ 15 可  

議案第６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 16 可  

２ 16 可  

３ 16 可  

４ 16 可  

５ 16 可  

６ 16 可  

７ 17 可  

８ 17 可  

９ 17 可  

10 17 可  

11 17 可  

12 17 可  

13 17 可  

14 18 可  

15 18 可  

16 18 可  

17 18 可  

18 18 可  

19 18 可  

20 18 可  
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会長 それでは、ただいまから、令和元年第12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７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６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６番、矢野雅宏委員及び議席番号８番、三木克輝委員より、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２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。 

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ですが、眞栁昭夫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、眞栁昭夫委員の退席をお願いします。 

    （眞栁昭夫委員退席） 
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会長 それでは、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。 

    （眞栁昭夫委員着席） 

会長 眞栁昭夫委員に報告いたします。番号２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、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 次に、議案第３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。 

  はじめに、番号９-１並びに９-２について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号９-１並びに９-２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。９-１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。９-１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、９-１については原案のとおり決定することといたします。 
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会長 次に、９-２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。

９-２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、９-２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、番号９-３から９-５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、番号９-３から９-５について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号９-３から９-５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。９-３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。９-３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、９-３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、９-４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。

９-４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、９-４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、９-５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。

９-５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、９-５については原案のとおり決定することといたします。 

（森正一委員着席） 

会長 森正一委員に報告します。番号９-３から９-５については原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、番号９-６から９-10について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号９-６から９-10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。９-６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。９-６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、９-６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、９-７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。

９-７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。 
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（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-７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、９-８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。

９-８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、９-８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、９-９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。

９-９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、９-９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、９-10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。

９-10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、９-10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、番号９-11から９-13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、番号９-11から９-13について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号９-11から９-13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。９-11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。９-11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、９-11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、９-12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。

９-12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、９-12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、９-13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。

９-13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、９-13については原案のとおり決定することといたします。 

（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。番号９-11から９-13については原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、番号９-14から９-17について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号９-14から９-17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。９-14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。９-14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、９-14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、９-15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。

９-15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、９-15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、９-16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。

９-16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、９-16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、９-17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。

９-17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、９-17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、番号９-18並びに９-19ですが板東俊昭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、板東俊昭委員の退席をお願いします。 

（板東俊昭委員退席） 

会長 それでは、番号９-18並びに９-19について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号９-18並びに９-19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。９-18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。９-18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、９-18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、９-19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。

９-19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。 



- 10 - 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-19については原案のとおり決定することといたします。 

（板東俊昭委員着席） 

会長 板東俊昭委員に報告します。番号９-18並びに９-19については原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、番号９-20から９-24について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号９-20から９-24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。９-20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。９-20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、９-20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、９-21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。

９-21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、９-21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、９-22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。

９-22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、９-22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、９-23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。

９-23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、９-23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、９-24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。

９-24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、９-24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、番号９-25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、番号９-25について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号９-25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。９-25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。９-25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、９-25については原案のとおり決定することといたします。 

（森正一委員着席） 

会長 森正一委員に報告します。番号９-25については原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、番号９-26から９-46について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号９-26から９-46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。９-26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。９-26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、９-26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、９-27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。

９-27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。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、９-27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、９-28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。

９-28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、９-28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、９-29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。

９-29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、９-29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、９-30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。

９-30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、９-30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、９-31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。

９-31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） 
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会長 賛成多数ですので、９-31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、９-32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。

９-32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、９-32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、９-33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。

９-33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、９-33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、９-34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。

９-34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、９-34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、９-35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。

９-35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、９-35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、９-36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。

９-36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、９-36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、９-37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。

９-37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、９-37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、９-38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。

９-38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、９-38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、９-39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。

９-39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） 
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会長 賛成多数ですので、９-39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、９-40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。

９-40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、９-40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、９-41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。

９-41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、９-41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、９-42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。

９-42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、９-42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、９-43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。

９-43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、９-43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、９-44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。

９-44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、９-44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、９-45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。

９-45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、９-45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、９-46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。

９-46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、９-46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、番号９-47ですが梅津和美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、梅津和美委員の退席をお願いします。 

（梅津和美委員退席） 
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会長 それでは、番号９-47について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号９-47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。９-47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。９-47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、９-47については原案のとおり決定することといたします。 

（梅津和美委員着席） 

会長 梅津和美委員に報告します。番号９-47については原案のとおり決定いたしました。 

 

会長 次に、番号９-48から９-56について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第３号、番号９-48から９-56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。９-48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。９-48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、９-48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、９-49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。

９-49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、９-49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、９-50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。

９-50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、９-50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、９-51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。

９-51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、９-51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、９-52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。

９-52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、９-52については原案のとおり決定することといたします。 
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会長 次に、９-53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。

９-53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、９-53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、９-54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。

９-54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、９-54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、９-55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。

９-55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、９-55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、９-56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。

９-56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、９-56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４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４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。 

 

広瀬委員 11月29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、ススキやヨシ等の雑草、一部にはオンコ等

の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。 

 

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、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。 



- 16 - 

 

佐藤修委員 地区担当委員３名並びに事務局１名で行ってまいりました。願出地は、黄金稀府境の牛

舎川を越え、室蘭に向かって国道を走行すると、真正面に見える伊達側に傾斜した牧草地の一角で、

斜面の一部を宅地の駐車場、通路及び、植木や岩がある庭として利用されており、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。 

 

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５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。 

  それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第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。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。 

 

会長 次に、議案第６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、番号１から10について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第６号、番号１から10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 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。
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番号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、番号２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 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３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 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４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 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５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 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６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 次に、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７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 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８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。 
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会長 次に、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９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 次に、番号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。

番号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、番号10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 次に、番号11から20について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第６号、番号11から20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。番号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、番号11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 次に、番号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。

番号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、番号12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 次に、番号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。

番号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、番号13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 次に、番号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。

番号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、番号14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。 
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会長 次に、番号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。

番号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、番号15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 次に、番号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。

番号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、番号16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 次に、番号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。

番号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、番号17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 次に、番号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。

番号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、番号18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 次に、番号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。

番号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） 

会長 賛成多数ですので、番号19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 次に、番号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。

番号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、番号20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12回農業委員会総会を閉会いたします。 

 


