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日高町農業委員会総会議事録 

開催日時 令和３年１月２８日（木） 午後１時３０分（開会）   午後２時００分（閉会） 

  

開催場所 役場 ２階 大会議室 

  

出席委員 会長 １番 伊藤 幸寛 ２番 鈴木 善之 

  ３番 和田 修一 ５番 海馬澤 功 

  ６番 吉田 雅利 ７番 本間 充 

  ８番 髙橋 司 １０番 田丸 利幸 

  １１番 中山 記朗 １２番 髙橋 良尚 

  １３番 上居 勉 １４番 庄野 宏志 

  １５番 福本 秀雄 １６番 姉川 規晃（会長職務代理者） 

  

事務局職員 事務局長 大友 光晴 

 主幹 吉田 玉美 

 主事 奥野 柊哉 

 支局長 川西 光浩（日高支局） 

 主幹 福士 康弘（日高支局） 

   

参与者 農務課長 湯村 篤司 

  

 
議事日程 

  

1. 議事録署名委員の指名について 

2. 諸般報告について 

3. 報告第 1 号 農地所有適格法人の変更について 

4. 報告第 2 号 賃借料情報の提供について 

5. 議案第 1 号 農地法第１８条第６項の規定に係る合意解約通知の成立状況の確認につ

いて 

6. 議案第 2 号 現況証明願について 

7. 議案第 3 号 農地法第３条の規定による許可申請について 

8. 議案第 4 号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の

決定について 
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会議の概要 

事務局 ただいまより令和 2 年第３４回日高町農業委員会総会を開会いたします。 

本日は１3 名が出席し、定足数に達しておりますので総会は成立しております。開会に

あたり、伊藤会長よりご挨拶を申し上げます。 

会長 それぞれお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。今年令和３年になって初め

て会う方もおられると思いますけれども、本年もよろしくお願いしたいと思います。今年は

年明けから天候にも恵まれ静かなスタートかなと思います。雪もほぼ有りませんけれど

も、日高地区においてはそれなりに有ると聞いておりますが、雪は少ないのかなと思っ

てございます。北海道でも降る所は降っているという状況の中でそれぞれ農家さんの中

でも大変なところもあると聞いてございます。特に本州などは豪雪で施設等も結構被害

を受けているという話も聞いているところであります。コロナの発生から丸１年が過ぎたわ

けですけれども、状況としては決して良くなく、今第３派の真っただ中ということで、来月

の７日迄ということで宣言をされているところでありますけれども、どうやら延長をかけるよ

うな流れになっているように聞こえてございます。最近は高齢者の方の重篤が多いという

状況に変わりつつあると聞いていますけれども、まだまだこの問題について終息は厳し

いのかなという風に思ってございます。待ち望んでおりましたワクチンの関係につきまし

ても２月下旬からそれぞれの医療関係からスタートするという話も聞いてございます。ま

た我々高齢者を含めた人にとっても当初は３月下旬頃という話も出ていたんですが、昨

日の国会を見ていますと、４月１日からというような流れには作られているようです。さき

ほど農務課長から話を聞きましたけれども、日高町としてもワクチンの対応については、

それぞれ鋭意打合せをしているようですけれども、なかなか受け皿としも厳しい、なかな

か厄介な取り扱い方だという話も聞いてございます。ワクチンひとつとってもですね、超

冷凍のままで動かすという中でいろいろ制約もあるようでありますので、その辺もいろい

ろお医者さんの問題、看護師の問題、受けられるそれぞれの皆さんの義務とかいろいろ

あるようでありますので、その辺を調整しながら、なんとかスタートをしたいという話であり

ますけれども、６月以降にならないと、全員が打てるような状況にはならないという話も聞

いてございます。まだまだこの話には二転三転あるのかなとそういう風に思ってございま

す。農業関係についても、ウィルスの関係で、今現在、技術研修生につきましても、中

国あるいはベトナム方面ですね一切入国ができないという状況の中で、いつになったら

解除になるかなということで、それぞれの農協も結構心配をしているところであります。な

んとか国内のこういう経済状況の中で、第一次産業もお手伝いいただけるというような仕

組みも作りつつあるようでありますけれども、なかなかそれも思うように全農家に波及する

というのもなかなか厳しいのかなと思っているところであります。３次補正も出来上がって

いるようでありますけれども、それらも含めて、活用できる制度については、それぞれ組

合員もしっかり制度を活用していただいて、また今年、令和３年を、昨年のような成績に

終われればいいなという感じで思ってございます。企業の農地の取得の問題について

は、数年後また見直しをかけるということになるんだろうと思いますけれども、今しばらく

は、企業が農地を持つことができないという流れになってるようであります。そんな中で

私共の農業委員会も任期満了が間もなく、来月が最後の総会ということになるようであり

ます。農業委員会の総会については、皆さんのご協力を頂きながら、中止することなく、

運営させていただいたことに、深く感謝を申し上げます。不自由な中でこの皆様方にご

指導いただきながら、今日までさせていただいたことについて、各委員の皆様に感謝申

し上げたいと思います。本日は報告２件、議案につきましては４件であります。それぞれ

皆様方の忌憚のないご意見をいただきながら、本日も終了させていただければというこ

とをお願い申し上げて、冒頭の挨拶に代えさせていただきます。本日もよろしくお願いし

ます。 

事務局 日高町農業委員会会議規則第６条の規定により会長が総会の議長を務めることとなっ

ておりますので、以後の進行につきましては伊藤会長にお願いいたします。 

議長 それでは、議事日程第１、議事録署名委員の指名について、日高町農業委員会会議

規則第１６条により、本総会の議事録署名委員に、７番本間委員、１０番田丸委員を指

名します。なお、会議書記には、事務局の吉田氏を指名します。 

次に、議事日程第２、諸般の報告について、事務局より報告願います。 
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事務局 〈諸般報告 配布資料の朗読・説明〉 

議長 ただ今、報告がありましたが、何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ報告済みとさせていただきます。 

次に、議事日程第３、報告第１号 について議題とさせていただきます。 

事務局より説明をお願い致します。 

事務局 １ページをお開き願います。報告第１農地所有適格法人の変更について、農地所有適

格法人の変更届がありましたので、報告いたします。 次のページをお開き願います。

〈議案書の朗読〉 

議長 ただ今の報告について、何かご質問はございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ報告済みとさせていただきます。 

次に、議事日程第４、報告第２号 について議題とさせていただきます。 

事務局より説明をお願い致します。 

事務局 ３ページをお開き願います。報告第２号 賃借料情報の提供について、ホームページに

掲載し情報提供しますので、報告いたします。 次のページをお開き願います。 

〈議案書の朗読〉 

議長 ただ今の報告について、何かご質問はございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ報告済みとさせていただきます。 

次に、議事日程第５、議案第１号について、議題とさせていただきます。 

事務局より説明をお願い致します。 

事務局 ５ページをお開き願います。議案第１号農地法第１８条第６項の規定に係る合意解約通

知の成立状況の確認について、農地法第１８条第６項の規定に基づき合意解約が成さ

れており賃貸借の解約が成立していると考えられますので、審議願います。 次のペー

ジをお開き願います。〈議案書の朗読〉 

議長 ただ今、事務局から説明がありました。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 それでは、議案第１号は決定いたします。 

次に、議事日程第６、議案第２号について、議題とします。事務局より説明を願います。 

事務局 ７ページをお開き願います。議案第２号現況証明願いについて、申請がありましたの

で、適否について審議願います。 次のページをお開き願います。〈議案書の朗読〉 

議長 ただ今、事務局から説明をいただきました。今月の案件は４件であります。審議は、地区

委員からの補足説明が終わりましたら、一括して行いたいと思いますので、よろしくお願

い致します。 
No.１及び No.2 について、地区委員から補足説明がありましたらお願いします。 
２ 番   鈴木 委員  

鈴木委員 まず１番ですけれど、市街地より６キロぐらいの道路沿いにあります。地図等は１５ページ

になります。１月２１日に本間委員、吉田委員、私と事務局とで現地を確認してまいりまし

た。昔の厩舎であり現在も使用されているため施設用地と確認してまいりました。２番に

ついてですけれども、場所的には市街地より１５キロのところにあります。１番と同じ日に

同じメンバーで確認してまいりました。申請人は以前馬を飼っており、放牧地として利用

しておりました。急な傾斜地であり、機械等が入れなく、整備することもできなかったため

長期間放置されており、現在は農地採草放牧地以外と確認してまいりました。 

議長 次に、No.３、No.４について、地区委員から補足説明がありましたらお願いします。 
補足説明   １２ 番   高橋 委員 

高橋委員 No.３No.４について説明します。先週１月２２日に伊藤会長、高橋司委員と私と事務局

で確認してまいりました。３番ですが、場所は１７ページになります。坂東牧場さんの経

営地で、長い間施設用地として使われており、現在も問題なく使われていることを確認

してきました。続けて 4 番です。ここも先週１月２２日に伊藤会長、高橋司委員と私と事
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務局で確認してまいりました。場所については１８ページになりますけれども、国道を平

取方面に向かいまして、日高自動車道を超えてすぐ右にある土地で、元のパチンコ屋さ

んのあたりと思ってもらって構わないかと思います。申請人の自宅横の狭い土地で長く

農地として使われておりませんでした。農地採草放牧地以外で間違いないと思われま

す。 

議長 ただ今、地区委員からご説明をいただきました。一括して審議いたします。何かご質問

ございませんか。 
 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 それでは、議案第 2 号は決定いたします。 

次に、議事日程第７、議案第３号について、議題とします。事務局より説明を願います。 

事務局 ９ページをお開き願います。議案第３号農地法第３条の規定による許可申請について、

農地法第３条の規定による許可申請書の提出がありましたので審議願います。 次のペ

ージをお開き願います。〈議案書の朗読〉 

なお、以上の案件は、別添の農地法第３条調査書１ページから３ページに記載され

ておりますとおり、農地法第３条第２項各号には該当しないため許可要件のすべて

を満たすと考えます。以上です 

議長 ただ今、事務局から説明がありました。今月の案件は、売買が１件、使用貸借が２件で

あります。それでは、順に審議をさせていただきたいと思います。 

Ｎｏ.１について、地区委員から補足説明がありましたらお願いします。 

２ 番  鈴木  委員 

鈴木委員 場所についてですが 19 ページ右中段になります。売主の山口氏が経営を廃止するた

め、農地を売却したいということで、買主のランチョさんに売却するというものであります。

ランチョさんは苫小牧の樽前で飼料作物の生産販売を行っている会社です。 

議長 ただ今、委員から説明がありました。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 それでは、Ｎｏ.１は決定いたします。 

次に、Ｎｏ.２について、地区委員から補足説明がありましたらお願いします。 

１１ 番   中山 委員 

中山委員 場所ですが、１９ページの中段下になります。この土地は以前から使用貸借をしておりま

したが、分筆され土地が減少することから、改めて、使用貸借をし、ハウスによるアスパラ

栽培をするものです。問題は無いと思いますので審議のほどよろしくお願いします。 

議長 ただ今、委員から説明がありました。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 それでは、Ｎｏ.２は決定いたします。 

次に、Ｎｏ.３について、地区委員から補足説明がありましたらお願いします。 

２ 番   鈴木 委員 

鈴木委員 場所は 19 ページの中央になります。貸主の原田さんは経営を縮小するため、借主へ貸

借するということですので、問題は無いと思います。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 ただ今、委員から説明がありました。何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 それでは、Ｎｏ.３は決定いたします。 

次に、議事日程第８、議案第４号について、議題とします。事務局より説明を願います。 

事務局 １３ページをお開き願います。議案第４号農業経営基盤強化促進法第１８条の規定によ

る農用地利用集積計画の決定について、農業経営基盤強化促進法第１８条の規定に
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より日高町長から決定を求められた農用地利用集積計画について議決を求めます。次

のページをお開き願います。〈議案書の朗読〉 

 なお、以上の計画の内容は、別添の農業経営基盤強化促進法第１８条調査書の５ペ

ージに記載されておりますとおり、経営面積、従事日数など、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項の各要件を満たすと考えております。以上です。 

議長 ただ今、事務局から説明をいただきました。売買が１件であります。 

それでは、No.１について審議をさせていただきたいと思います。 

何かご質問ございませんか。 

 （「ありません」の声） 

議長 なければ決定してよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声） 

議長 それでは、議案第４号は決定いたします。 

以上で本日の議案は終了いたしました。本日の総会を閉じさせていただきます。ご苦労

様でした。 

上記、会議次第は、書記の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するためここに

署名する。 
令和３年１月２８日 

日高町農業委員会 会長  

7 番  

10 番  
 


