
 

 

 

 

令和２年第５回農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和２年５月25日（月）午前９時30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 

佐々木 園美 

 

４ 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 横浜 康弘 
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令和２年第５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 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 

２－１ ３ 可  

２－２ ３ 可  

２－３ ３ 可  

２－４ ３ 可  

２－５ ４ 可  

２－６ ４ 可  

議案第３号 現況証明について 

１ ５ 可  

２ ５ 可  

３ ５ 可  

議案第４号 買受適格証明願について 

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２年第５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、欠席委員はおりません。 

次に、前回の総会以降の会議・行事及び令和２年６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４号でございますが、前回の総会で事前に概略をご説明しているところでご

ざいますが、大滝区の旧●●牧場の公売に関わる議案でありますことから、議案審議の際に地域振

興課職員が説明員として入室します。委員からの質疑の際、事務局の回答に補足が必要な場合は、

説明員が対応いたしますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

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５番、梅津和美委員並びに議席番号６番、矢野雅宏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、事務局の横浜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

いたします。このことについて、次のとおり農地法第18条第６項の規定による合意解約通知を受理

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。 
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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、

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。 

 

会長 はじめに、２-１ですが、佐藤修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、佐藤修委員の退席をお願いします。 

（佐藤修委員退席） 

 

会長 それでは、番号２-１について事務局より説明をお願いします。 

 

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

（佐藤修委員着席） 

会長 佐藤修委員に報告します。２-１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２-２から２-４について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号、番号２-２から２-４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。２-２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。２-２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、２-２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、２-３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。

２-３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、２-３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、２-４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。

２-４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、２-４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、番号２-５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
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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、番号２-５について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号、番号２-５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。２-５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。２-５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、２-５については原案のとおり決定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。２-５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２-６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２-６について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 （議案第２号、番号２-６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。２-６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。２-６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、２-６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） 

会長 佐藤和信委員に報告します。２-６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。 

 

畠山委員 願出地は、国道37号より中に２ｍほど入った所で、ヨモギ等の雑草が繁茂しており、少な

くとも10年以上は未耕作地であると確認しております。現地確認日は４月20日、地区担当委員３名

並びに事務局２名で確認しております。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
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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。 

 

畠山委員 願出地は、３地区に分かれておりますが、ヨモギ等の雑草やヤナギ等の雑木が繁茂してお

り、数十年以上、未耕作地であり農地として利用されていなかった。現地確認日は４月20日、地区

担当委員３名並びに事務局２名で確認しております。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。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、番号３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。 

 

菅原委員 願出地は、説明資料にもありますとおり高速道路の下になりますが、●●建設があり、そ

この敷地となっております。既にだいぶ前から倉庫が建っており、周りには庭木がたくさんあって

農地として利用されていなかったことを確認しております。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。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

挙手をお願いします。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、番号３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。 

    （地域振興課長入室） 

会長 次に、議案第４号、買受適格証明願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、議案第４号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号について議案書をもとに説明） 

 

地域振興課長 （補足説明） 

 

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。よ
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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願います。 

（委員挙手） 

会長 賛成多数ですので、本案件については証明を発給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２年第５回農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


