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第２３回 日高町農業委員会総会議事録 

 

開催日時    令和２年１月３０日（木）   午後２時３０分（開会） 

                       午後３時３０分（閉会） 

 

開催場所    日高町役場 ２階 議員控室 

 

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   小 林 政 美 

        主 幹    吉 田 玉 美 

        主 事    奥 野 柊 哉 

        支局長    柴 田   哲（日高支局） 

        主 幹    田 中 正 俊（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

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 農地所有的確法人の変更について 

４． 議案第１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 

     画の変更及び取り消しについて 

５． 議案第２号 農地法１８条第６項に規定による合意解約通知の成立状況の確認 

について 

６． 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 

７． 議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

８． 議案第５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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事務局  ただ今より第２３回日高町農業委員会総会を開催いたします。 

  本日５番 海馬沢委員 ６番 吉田委員 ７番 本間委員より欠席の

通告がありましたので報告します。出席委員は、１１名で定足数に達して

おりますので、総会は成立しております。開催にあたり、伊藤会長よりご

挨拶申し上げます。 

会長    ＜挨拶＞ 

      大変お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。

令和２年の１月が終わろうとする今日この頃です。皆さんもご案内のと

おり、このような暖冬で雪がちょっとあったんですけどこのように見事

に消されてまして、いかがかなと、相当心配するところであります。道南

方面ではあれると、えりもの方では風が４１M以上吹いているという話も

あったんですけど、いいのか悪いのか別にして、何もないのがいいんです

けど、降るときは降って寒いときは寒いという感じです。昨年は大きな災

害もなくまずまずの農作物の収穫があったかなと、安堵しているところ

でありますけれども、こういう天候の中でですね令和２年についての農

作物はどうなるのかなという方が、我々にとっては、少し心配であるのか

なというふうに思うところであります。必ず一定の雨は降ることになっ

ていますが、どこかで、片降りの集中豪とか、秋に降るのか夏に降るのか

その辺がちょっと懸念されることとありますけど、先のことは心配して

もどうにもなりませんので、これから営農計画も終わったようでありま

すし、皆様方に、今年１年ご活躍していただかなければいけない尾いう状

況かなと思います。 （中略） またここに来て、新型ウイルスの肺炎と

北海道にも失言したということでありますし、危惧されているところで

あり、発熱・咳がなくても今回はかかったようですし、症状が出ない人か

ら人へと伝染があると聞いております。また、中国といえば、私ども農協

としましても、中国から研修生が入ってきているもう２回くらい入って

きているという状況でありますけど、一部の団体では懸念があるという

ことで、今回は取り込めないという話も出ています。・・組合員の生活の

ためにも我々農業委員会としても何かしら、日常の努力をしなければい

けないのかなとおもっています。これから１年皆様方に入り入りとお世

話になるわけですありますけど、温かいご支援を戴きながら、みんなで力

を合わせ、いい農業委員会を遂行していきたいと思っています。 

事務局  日高町農業委員会会議規則第６条の規定により、総会の議長は会長が

務めることとなっておりますので、以後の進行は、伊藤会長にお願いいた

します。 

議長   議事日程第１ 「議事録署名委員の指名について」 

本総会の議事録署名委員に、１３番 上居委員、１４番 庄野委員を指名 

します。 
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     なお、会議書記には、事務局の 吉田氏、奥野氏を指名します。 

議長  議事日程第２ 「諸般報告について」 

 事務局より報告願います。 

事務局   ＜配布資料の朗読・説明＞   

議長  ただ今、事務局より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いたします。 

次に、議事日程第３ 報告第１号 を議題とします。 

事務局より説明願います。 

事務局   ＜配布資料の朗読・説明＞   

議長   ただ今、事務局より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いたします。 

次に、議事日程第４ 議案第１号 を議題とします。 

事務局より説明願います。 

事務局   ＜配布資料の朗読・説明＞ 

議長  ただ今、事務局より説明がありました No.1 は 8 月会議での案件で決

定をしていましたが、両者の話し合いの中で譲渡人の考えが変わった

ため、取り下げが出されました。この案件について何かご質問ございま

せんか。 

  （「ありません」の声） 

議長  それでは、No.1 は取り下げと、いたします。次に No.2 ですが 12 月

会議の利用集積計画 No.2 の変更説明がありましたが、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 No.2 は変更することで決定いたします。 

ここで会議の途中ですが、暫時休憩を取ります。 

議長  それでは休憩前に続き会議を続けます。 

議事日程第５ 議案第２号 を議題とします。 

事務局より説明を願います。 

事務局  ＜議案書の朗読・説明＞（合意解約）   

議長  ただ今、事務局より説明がございました。 

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） 
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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６ 議案第３号 を議題とします。 

事務局より説明を願います。 

事務局   ＜議案書の朗読・説明＞（農地法第 3条）  

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 1 件と賃

貸借 5件であります。始めに 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。  補足説明 ２番  鈴木 委員  

委員  補足説明  

議長  ただ今、鈴木委員から説明がありました。 

この件について、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、No.1 は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。  

補足説明 １２番 高橋良尚委員 

委員   補足説明 

議長   ただ今、高橋良尚委員から説明がありました。 

この件について、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、No.２は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.３No.４は隣接していますの

で合わせ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 高橋良尚委員 

委員   補足説明 

議長   ただ今、 高橋良尚 委員 から説明がありました。 

No.３と No.４について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と No.４は決定いたします。次に No.５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 高橋良尚委員 

委員   補足説明 

議長   ただ今、 高橋良尚委員 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） 



6 
 

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.５は決定いたします。次に、No.６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 高橋良尚委員 

委員   補足説明 

議長   ただ今、 高橋良尚委員 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.6 は決定いたします。 

次に、議事日程第７ 議案第４号 を議題とします。 

事務局より説明を願います。 

事務局    ＜議案書の朗読・説明＞（農地法５条） 

議長   ただ今、事務局から説明がありました。 

この件について、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   ２番   鈴木委員  

委員   補足説明 

議長   ただ今、 事務局と鈴木委員 から説明がありました。 

この件について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。 

委員   （「はい」の声） 

議長   それでは、議案第 4号は決定いたします。 

次に、議事日程第８ 議案第５号 を議題とします。 

事務局より説明を願います。 

事務局    ＜議案書の朗読・説明＞（利用集積計画） 

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 2 件と賃貸

借 1件です。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３件の案件は決定といたします。 

ここで事務局より議案第５号の追加提案がございました。内容は議案 

第１号の No.２で変更削除をいたしました、地番 庫富２６６－１の一

筆について本日の総会で、利用集積計画の承認を戴きたいとの申出がご



7 
 

ざいましたので、これを認めたいと思いますがよろしいでしょうか。 

    (「よろしいです」の声） 

議長   それでは、追加案件について事務局より説明を願います。 

事務局  ＜追加案件の配布・説明＞（農地法１８条利用集積） 

議長   ただ今、事務局から追加案件についての説明がありました。 

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  それでは追加案件は決定いたします。 

以上で本日の議案は終了いたしました。 

これで、本日の総会を閉じます。 

ご苦労様でした。事務局より連絡事項があります。 

 

 

 

 

 

 

令和２年 １月 ３０日 

     日高町農業委員会 

 

 

                       １３番 

                       １４番 


