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日高町農業委員会総会議事録 

開催日時 令和２年１０月２９日（木） 午後１時３０分（開会）   午後２時０５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. 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 

4. 議案第2 号 現況証明願について 

5. 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 

6. 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 

7. 議案第5 号 農地法第４条による許可申請について 

8. 議案第6 号 農地法第５条による許可申請について 
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会議の概要 

事務局 ただいまより令和 2 年第３2 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 本日は第 32 回の農業委員会ということで、大変何かとご多用の中、このようにお集まり

いただきまして、誠にありがとうございます。 

今話題の方にもでておりましたけれども、今年の春からずっと始まっていますコロナにつ

きましても、ここひと月ぐらい北海道の方も、感染する方が増えているということでありま

す。昨日も５０何名、その前も６１名ですか、北海道もちょっと心配な部分が出てきている

という関係上、昨日から、北海道独自のレベルではありますけれどもレベル 2 に上げて

今まで以上に注意喚起をしながらできるだけ感染防止に努めたいと出ていました。当日

高管内においても、ついこの間まではほぼいなかったんですけれども、クラスターが発

生し、３０名を超える感染者が出て、それぞれ皆様も大変心配をしていたところでありま

す。またその時に馬の市場、最後のオータムセールがあったということで心配をしていた

ところでありますが、オータムセールについては、大盛会に終わったと話を聞いてござい

ます。今年のコロナの中で市場の馬の販売については当地区においても、それぞれ生

産者の方も関わっている方がたくさんおりますので、町も色々支援をしながらですね、な

んとか再生産に繋げていきたいということでございましたけれど、お蔭をもちまして、２割

以上も前年対比が伸びるという状況の中で、ほぼ消流ができたのかなというふうに思っ

ているところであります。それにかかわる競馬場の開催につきましても、先月も申し上げ

ましたがやや５００億に近い売り上げを上げているということであります。競馬の方も来月

あと２、３回を残すだけになっているようでありますけれども、最後入場制限をしながら開

催をするというお話を聞いてございます。何とか来年は自由に入場できる状況になれれ

ばなというふうに思っているところであります。 

農業全般についても皆様ご案内のとおり、今年は米を中心にして大変いい豊作基調で

終わったのかなと。米についてもまあまあいい成績で収められたのかなという風に思うと

ころであります。和牛につきましてもコロナが始まった当初はなかなか販路が見いだせ

ない中でみなさんご苦労されていたところでありますけれども、ここへきて消費が伸びて

きて枝肉市場もほぼほぼもとに戻りつつあるという状況の中で、基牛についても若干もと

には戻っておりませんけれども、再生産のラインにはあるのかなという風に思うところであ

ります。酪農についてもそれぞれ皆さんご苦労されているところでありますけれど、こちら

のほうも何とかそこそこの乳価が得られるのかなという状況で、それらについてもまあまあ

かなと思ってございます。施設野菜につきましても、コロナ関係で消費のほうも伸びてい

る状況の中で、これも単価に助けられている部分もあるわけですけれども、キュウリにつ

いてもそこそこの単価が得られたと聞いてございます。小豆につきましては昨日の新聞

等にでてございましたけれども、結構値下がり状況が激しいという状況で、たくさん作ら

れて面積の多いところでは、再生産に苦慮されるというような話も出てございます。そう

いう状況のなかで、あたらしい内閣も発足しまして農業関係につきましてもさらなる規制

改革を求められているようでありまして、この辺についてはまた具体的にそれぞれ降りて

くるのかなという風に考えてございます。いまの内閣はより改革を進めるということであり

まして、特例は無いという話も聞かされてございます。 

本日の総会は、報告１件、議案６本でございます。本日の総会が盛会裏に慎重にご審

議されることをお願い申し上げながら、冒頭簡単ではございますがご挨拶に代えさせて

いただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

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、３番和田委員、５番海馬澤委員を指

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。 
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 （「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、議案第１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 １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４、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 ３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３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。 
１３ 番   上居 委員  

上居委員 現地は清畠の国道より約 12km ほどはいったところ清畠地区の終点あたりになります。雑

草が生い茂り、継続して耕作するのにも困難な場所にあります。農地採草放牧地以外と

のことで間違いないかと思われますのでよろしくお願いいたします。 

議長 次に、No.２、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。 
８ 番   高橋 司 委員 

高橋委員 まず、No.２ですが、１８ページをご覧ください。１０月２２日、伊藤会長、髙橋良尚委員、

大友事務局長、奥野主事と私で現地を確認して参りました。申請地は厩舎等の農業用

施設として使われており、農地採草放牧地以外とのことで間違いないと思われます。 

次に、No.３ですが、１９ページをご覧ください。先ほどと同じメンバーで現地を確認して

参りました。申請地は住宅街の中にあり、現状も宅地・駐車場として使われており、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５、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 ７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ページに記載されておりますと

おりに、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も

のと考えます。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１件であります。

それでは、地区委員から補足説明がありましたらお願いします。 

８ 番   高橋 委員  

高橋委員  １０月２２日、現況証明のメンバーと現地を確認して参りました。現地は問題なく使われ

ており、息子の池本勤氏が代表を務める牧場への贈与とのことでありますので特に問題

はないかと思われます。 

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） 
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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６、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 ７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３ペ

ージから７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、事務局から説明がありました。所有権の移転１件、賃貸借が４件であります。そ

れでは、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４号は決定いたします。 

次に、議事日程第７、議案第５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５号農地法第４条の規定による許可申請につい

て、農地法第４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〉 

本申請は、農業用施設への転用です。農地区分は農用地区域内農地であり、転用は

原則不許可となっておりますが、本申請は、農業振興計画において、農用地利用区分

が指定される農業用施設用地への転用であることから、問題はないと考えております。

立地基準、一般基準等の詳細につきましては、別添調査書の９ページから１６ページに

記載されている通りでございます。以上です。 

議長 ただ今、事務局から説明をいただきました。今回の案件は２件であります。１件ずつ審議

します。まず、Ｎｏ.１について、地区委員から補足説明があればお願いします。 

  ７ 番   本間 委員 

本間委員 Ｎｏ.１ですが、７月に厩舎の転用をおこなっていましたが、通路部分をずらすとのこと

で、通路部分の農地転用の再申請であります。特に問題は無いかと思われますのでよ

ろしくお願いいたします。 

議長 ただ今、本間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

ればお願いします。 

  ７ 番   本間 委員 

本間委員 Ｎｏ.２ですが、８月に購入した農地に厩舎を建設とのことであります。特に問題は無いか

と思われますのでよろしくお願いいたします。 

議長 ただ今、本間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、議事日程第８、議案第６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６号農地法第５条の規定による許可申請につい

て、農地法第５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〉 

本申請は、農地改良に伴う砂利採取と採取後の農地復元を伴う一時転用です。農地区

分は農用地区域内農地であり転用は原則不許可となっておりますが、農地法施行令第
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１１条農地の転用の不許可の例外に定められた一時転用であることから問題ないと考え

ております。立地基準、一般基準等の詳細につきましては、別添調査書の 17 ページか

ら 20 ページに記載されている通りでございます。以上です。 

議長 ただ今、事務局から説明をいただきました。地区委員から補足説明があればお願いしま

す。 

  ８ 番   高橋 司 委員 

高橋委員  この案件につきましては、平成２９年から３期に分けて行う砂利採取の転用であり１期

目はすでに終了しており、２期目を行うにあたっての申請でございます。場所は２２ペー

ジをご覧ください。特に問題は無いかと思われますので審議のほどよろしくお願いいた

します。 

議長 ただ今、 高橋委員 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６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２年１０月２９日 

日高町農業委員会 会長  

3 番  

5 番  
 


