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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３月３０日（火） 午後２時（開会）   午後２時４０分（閉会） 

  

開催場所 役場 ２階 議員控室 

  

出席委員 会長 １番 伊藤 幸寛 ２番 髙橋 良尚 

  ３番 本間 充 ５番 中山 記朗 

  ６番 長田 保雄 ７番 和田 修一 

  ８番 髙藤 修 １０番 吉田 雅利 

  １１番 森永 直幸 １２番 福本 秀雄 

  １３番 髙橋 司 １４番 庄野 宏志 

  １５番 海馬澤 功 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 

3. 報告第１号 日高町農業委員会会議規則の一部改正について 

4. 報告第２号 日高町農業委員候補者評価委員会運営要領の一部改正について 

5. 報告第３号 農地所有適格法人の変更について 

6. 議案第１号 農地法第１８条の規定による合意解約の成立状況の確認について 

7. 議案第２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３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 

9. 議案第４号 日高町農業委員会事務局職員の任免について 

  



2 
 

会議の概要 

事務局 ただいまより第２回日高町農業委員会総会を開会いたします。 

本日は１２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 何かと春先のご多用の中にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。コロナの

関係についても、なかなか終息が見えないところでありますけれども、先般町長からもあ

りましたが、来月２５日くらいからは町としても接種ができるんじゃないかなというような話

もされておりました。まだまだこの関係については予断を許さない状況かなと考えていま

す。そんな中で総会にかかる時間も２時間以内に抑えるということで、皆さんにご協力願

いながら感染防止についてはさらに注意しながらやっていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。今３月は年度替わりでありまして、職員の異動等もあるわけです

が、送別会等もなかなかできないという状態の中で、色々皆さんにご理解をいただきな

がら進めていかなければと思っております。厚生労働省関係の職員の送別会などが話

題となっていまして、我々も立場の中でご理解いただきながら、我々の組織の中からクラ

スターの発生しないように細心の注意を払っていきたいというふうに思いますので、その

点についてもよろしくお願いしたいなと思っております。農業関係については、農地の

転用関係で、脱炭素の関係で太陽光発電、いわゆる再生可能エネルギーです。太陽

光発電に関しては、当農業委員会でも扱ってきておりますけれども、皆様も農業新聞等

でご覧になってるかと思いますが確定はしておりませんけれども、規制改革等いろいろ

考えているようでありまして、日々法律も変わっていきますので、いろいろ情報収集しな

がら進めてまいりたいと思ってございます。本日は報告３件、議案４件ということで、慎重

にご審議いただいてご承認いただけることをお願いして、簡単ではありますけれども挨

拶といたします。 

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、５番中山委員、６番長田委員を指名

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。 

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号日高町農業委員会会議規則の一部改正につ

いて、別紙のとおり改正し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 ５ページをお開き願います。報告第２号 日高町農業委員候補者評価委員会運営要領

の一部改正について、別紙のとおり改正し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５ 報告第３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 ９ページをお開き願います。報告第３号農地所有適格法人の変更について、農地所有
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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６ 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 １１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７、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 １５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４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、所有権の移転が２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。 

１５ 番  海馬澤  委員 

海馬澤委員 １番についてですが父から子への贈与です。すでに経営移譲はしていたのですが、使

用貸借でありましたので、今回贈与による所有権の移転を行うということであります。場

所についてでございますが総会資料 29 ページの１でございます。３月１９日に私と長田

委員、事務局で現地は確認してございます。きちんと管理されており特に問題は無いと

思われますので、審議の方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.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。 

６ 番   長田 委員 

長田委員 ３月１９日に私と、海馬澤委員、事務局で確認しております。場所は 24 ページの 1 番で

す。以前より賃貸借していましたが、今回売買することとしたものであります。土地も問題

なく管理されていましたので問題ないと思われますので、審議の方よろしくお願いしま

す。 

議長 ただ今、長田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。 

１５ 番   海馬澤 委員 

海馬澤委員 ３月１９日に私と長田委員、事務局で現地は確認してございます。場所は 29 ページの 3

になります。現地は採草畑としてきちん管理されており特に問題は無いと思われます。 
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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、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。 

１５ 番   海馬澤 委員 

海馬澤委員 ３月１９日に私と長田委員、事務局で現地は確認してございます。場所ついては 29 ペ

ージの 4 になります。きちんと肥培管理されており、特に問題は無いと思われますので、

審議方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.４は決定いたします。 

次に、議事日程第８、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 ２１ページをお開き願います。議案第３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

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

ージから８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。所有権の移転が１件、使用貸借が１件、賃

貸借が 2 件の計４件であります。 

それでは、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３号は決定いたします。 

次に、議事日程第９、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 ２７ページをお開き願います。議案第４号 日高町農業委員会事務局職員の任免につ

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。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３月３０日 

日高町農業委員会 会長  

5 番  

6 番  
 


