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平成２７年度第１１回江別市農業委員会定例総会議事録 

 

 

           平成２８年３月２８日（月）  午後３時３０分開会 

           開催場所  江別市民会館２１号室 

 

 

１ 出席委員（１９名） 

萩 原 俊 裕 

北 川 俊 寛 

金 安 正 明 

大井川 和 雄 

荻 野   薫 

中 田 和 孝 

加 藤 富 雄 

渡 部 正 廣 

本 間 正 二 

池 田 太 郎 

石 田 武 史 

細 川 昭 典 

永 田 喜一郎 

  佐 藤 和 人 

  吉 本 和 子 

小 林 秀 樹 

伊 藤 良 明 

土 切 裕 二 

田 中 浩 一 

 

２ 欠席委員（１名） 

森 田 芳 明 

 

３ 出席事務局職員 

  農業委員会事務局  局長  出 頭 一 彦 

主査  気 境 智 道 

主任  浅 野 隆 弥 

            主任  山 田 容 示 
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４ 議事日程 

 

日程第１  議事録署名委員の指名 

 

日程第２  会期の決定 

 

日程第３  諸般の報告 

 

日程第４  報告第３８号  現況証明願及び照会について 

 

日程第５  報告第３９号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 

日程第６  報告第４０号  農地法第５条の規定による届出について 

 

日程第７  報告第４１号  農地法第５条の規定による許可申請（大臣処分）に係

る調査表の提出について 

 

日程第８  報告第４２号  農地法第１８条第６項の規定による農地賃貸借の合

意解約について 

 

日程第９  報告第４３号  農地使用貸借の合意による解約について 

 

日程第１０ 報告第４４号  第５回農政常任委員会開催結果報告について 

 

日程第１１  報告第４５号   第１１回農地常任委員会開催結果報告について 

 

日程第１２  議案第３８号   農地法第３条の規定による許可申請について 

 

日程第１３  議案第３９号   第１１回農用地利用集積計画の決定について 

 

日程第１４  議案第４０号   江別農業振興地域整備計画の変更に係る意見につい 

              て 

 

日程第１５  議案第４１号   江別市農業委員会会議規則の一部を改正する規則の 

制定について 

 

日程第１６  議案第４２号   江別市農業委員会組織規程等の一部を改正する規程

の制定について 
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５ 議事の概要 

 

◎◎◎◎開会宣告開会宣告開会宣告開会宣告・・・・開議宣告開議宣告開議宣告開議宣告    

 

○議長議長議長議長 これより、平成２７年度第１１回江別市農業委員会定例総会を開会いたします。 

  ただ今の出席委員は１９名で定足数に達しております。 

  ただちに、本日の会議を開きます。 

 

               ◎◎◎◎議事録署名委員議事録署名委員議事録署名委員議事録署名委員のののの指名指名指名指名    

 

○ 議長議長議長議長    日程第１ 議事録署名委員の指名について 

江別市農業委員会会議規則第２５条の規定により、大井川委員、石田委員を指名いた

します。 

 

◎◎◎◎会期会期会期会期のののの決定決定決定決定    

 

○議長議長議長議長 日程第２ 会期の決定について 

  平成２７年度第１１回江別市農業委員会定例総会の会期を次のとおり決定する。 

  平成２８年３月２８日、１日間とする。 

  このことについて、ご異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

  ご異議なしと認めます。 

  よって、そのように決しました。 

 

◎◎◎◎諸般諸般諸般諸般のののの報告報告報告報告    

 

○議長議長議長議長 日程第３ 諸般の報告について 

事務局長に報告させます。 

  事務局長。 

○ 事務局長事務局長事務局長事務局長 ご報告申し上げます。 

平成２７年度第１０回定例総会以降の会務は、お手元に配付いたしました会務報告の

とおりでございます。 

なお、本日の総会に森田委員が欠席する旨の通告がありました。 

        以上でございます。 

○議長議長議長議長 ただいまの報告に対しご質問ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

  ご質問なしと認めます。 

 

◎◎◎◎報告第報告第報告第報告第３８３８３８３８号号号号 

 

○議長議長議長議長 日程第４ 報告第３８号 現況証明願及び照会についてを議題といたします。 

  内容の説明をさせます。 

山田主任。 
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○山田主任山田主任山田主任山田主任 報告第３８号 現況証明願及び照会についてご説明申し上げます。 

  今回提出がありましたのは、№４６の１件でございます。 

  土地の所在等は記載のとおりで、公簿地目は畑２３７．００㎡を内訳のとおり積雪に

より現地調査未了の通知をいたしました。 

  これは、農地事務取扱要領に基づき処理したものでございます。 

  以上でございます。 

○議長議長議長議長 これより報告第３８号に対する質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

  質疑なしと認めます。 

  以上で報告第３８号を終結いたします。    

 

◎◎◎◎報告第報告第報告第報告第３９３９３９３９号号号号 

 

○議長議長議長議長 日程第５ 報告第３９号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について

を議題といたします。 

  内容の説明をさせます。 

浅野主任。 

○浅野主任浅野主任浅野主任浅野主任    報告第３９号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてご説明

申し上げます。 

  これは相続等により許可を受けることなく農地の権利を取得するもので、農業委員会

への届出が必要となるものでございます。 

  今回提出がありましたのは、№７の１件でございます。 

  内容につきましては、個人の相続によるものでございます。 

  土地の所在等は記載のとおりで、現況地目 畑 １筆 ３２，３５２．００㎡でござ

います。 

  以上でございます。 

○議長議長議長議長 これより報告第３９号に対する質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

  質疑なしと認めます。 

  以上で報告第３９号を終結いたします。 

 

◎◎◎◎報告第報告第報告第報告第４０４０４０４０号号号号 

 

○議長議長議長議長 日程第６ 報告第４０号 農地法第５条の規定による届出についてを議題とい

たします。 

内容の説明をさせます。 

浅野主任。 

○浅野主任浅野主任浅野主任浅野主任 報告第４０号 農地法第５条の規定による届出についてご説明申し上げま

す。 

  今回届出がありましたのは№１の１件で、所在、地番等につきましては記載のとおり 

です。 
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内容につきましては、市街化区域内の農地について権利の移動を伴い転用しようとす

るものであり、農業委員会への届出が必要となるものでございます。 

物販店舗の駐車場や通路を設置するため、転用しようとするものでございます。 

審査の結果、受理相当と認められましたので、農地事務取扱要領に基づき受理したも

のでございます。 

以上、１件 １筆 畑４７３．００㎡でございます。 

以上でございます。 

○議長議長議長議長 これより報告第４０号に対する質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

  質疑なしと認めます。 

  以上で報告第４０号を終結いたします。 

 

◎◎◎◎報告第報告第報告第報告第４１４１４１４１号号号号 

 

○議長議長議長議長 日程第７ 報告第４１号 農地法第５条の規定による許可申請（大臣処分）に係

る調査表の提出についてを議題といたします。 

内容の説明をさせます。 

浅野主任。 

○浅野主任浅野主任浅野主任浅野主任 報告第４１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請（大臣処分）に係

る調査表の提出についてご説明申し上げます。 

  本件は転用面積が４ha を超える農地転用のため、農地法第５条第１項本文の規定に

より農林水産大臣許可案件となるものです。 

農地法施行令第１５条第１項の規定により、本来であれば、許可申請者は許可申請書

を北海道知事を経由して農林水産大臣に提出するものとされておりますが、申請者の希

望により、許可申請書については当委員会で受領し、別紙「農地法第５条第１項の規定

による許可申請（大臣処分）に係る調査表」を付した上で北海道知事に送付しておりま

す。 

転用目的は、配送センター及び物販店舗の建設です。 

以上でございます。 

○議長議長議長議長 これより報告第４１号に対する質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

  質疑なしと認めます。 

  以上で報告第４１号を終結いたします。 

 

◎◎◎◎報告第報告第報告第報告第４２４２４２４２号号号号 

 

○議長議長議長議長 日程第８ 報告第４２号 農地法第１８条第６項の規定による農地賃貸借の合

意解約についてを議題とします。 

内容の説明をさせます。 

山田主任。 

○山田主任山田主任山田主任山田主任 報告第４２号 農地法第１８条第６項の規定による農地賃貸借の合意解約

についてご説明申し上げます。 
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  今回通知がありましたのは、№２１から№２６の計６件でございます。 

  内容につきましては、それぞれ賃貸借関係を双方合意により解約した旨の通知があっ

たものでございます。 

  合意解約の日、土地引渡しの日につきましては、記載のとおりでございます。 

  以上でございます。 

○議長議長議長議長 これより報告第４２号に対する質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

  質疑なしと認めます。 

  以上で報告第４２号を終結いたします。 

 

◎◎◎◎報告報告報告報告第第第第４３４３４３４３号号号号 

 

○議長議長議長議長 日程第９ 報告第４３号 農地使用貸借の合意による解約についてを議題とい

たします。 

内容の説明をさせます。 

山田主任。 

○山田主任山田主任山田主任山田主任 報告第４３号 農地使用貸借の合意による解約についてご説明申し上げま

す。 

  今回通知がありましたのは、№２の１件でございます。 

  内容につきましては、それぞれ使用貸借関係を双方合意により解約した旨の通知があ

ったものでございます。 

  合意解約の日、土地引渡しの日につきましては、記載のとおりでございます。 

  以上でございます。 

○議長議長議長議長 これより報告第４３号に対する質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

  質疑なしと認めます。 

  以上で報告第４３号を終結いたします。 

 

◎◎◎◎報告第報告第報告第報告第４４４４４４４４号号号号 

 

○議長議長議長議長 日程第１０ 報告第４４号 第５回農政常任委員会開催結果報告についてを 

議題といたします。 

  農政常任委員長の報告を求めます。 

  農政常任委員長。 

○農政常任委員長農政常任委員長農政常任委員長農政常任委員長    報告第４４号 平成２７年度第５回農政常任委員会開催結果につい

てご報告申し上げます。 

委員会の開催日時、出席委員及び出席職員は、お手元の開催結果報告書に記載のとお

りであります。 

付議事件につきましては、「平成２９年度農業振興施策に関する要望書について」の

１項目です。 

平成２９年度農業振興施策に関する要望書原案について、事務局より説明を受け、引

き続き次回も要望書の修正をすることといたしました。 
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以上が第５回の農政常任委員会での審議等の結果でございます。 

以上でございます。 

○議長議長議長議長 これより報告第４４号に対する質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

  質疑なしと認めます。 

 以上で報告第４４号を終結いたします。 

 

◎◎◎◎報告第報告第報告第報告第４５４５４５４５号号号号 

 

○議長議長議長議長 日程第１１ 報告第４５号 第１１回農地常任委員会開催結果報告についてを

議題といたします。 

  農地常任委員長の報告を求めます。 

  農地常任委員長。 

○農地常任委員長農地常任委員長農地常任委員長農地常任委員長 報告第４５号 第１１回農地常任委員会開催結果報告についてご説

明申し上げます。 

  開催日時、出席者等につきましては、開催結果報告書に記載のとおりでございます。 

  付議事件１ 農地法第３条の規定による許可申請について 

  付議事件２ 第１１回農用地利用集積計画の決定について 

  付議事件３ 江別農業振興地域整備計画の変更に係る意見について 

  事務局より説明を受け、農地法等関係条項に照らして内容を精査し、適当であると意

見を集約いたしました。 

  以上でございます。 

○議長議長議長議長 これより報告第４５号に対する質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

  質疑なしと認めます。 

 以上で報告第４５号を終結いたします。 

 

◎◎◎◎議案第議案第議案第議案第３８３８３８３８号号号号 

 

○議長議長議長議長 日程第１２ 議案第３８号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議

題といたします。 

  内容の説明をさせます。 

  浅野主任。 

○浅野主任浅野主任浅野主任浅野主任 議案第３８号 農地法第３条の規定による許可申請についてご説明申し上

げます。 

  今回申請がありましたのは、№１９の１件でございます。 

  本案件については、規模拡大を目指す農業者が経営地の近隣農地について賃借権の設

定を受けるものでございます。 

  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、１件 １筆 畑３，２７６．００㎡でございます。 

  以上でございます。 

○議長議長議長議長 これより議案第３８号に対する質疑に入ります。 
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質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

議案第３８号を採決いたします。 

農地法第３条の規定による許可申請について、申請１件、可とする決定をいたしたい

と思います。 

  このことについて、ご異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

  ご異議なしと認めます。 

  よって、そのように決しました。 

 

◎◎◎◎議案第議案第議案第議案第３９３９３９３９号号号号 

 

○議長議長議長議長 日程第１３ 議案第３９号 第１１回農用地利用集積計画の決定についてを議

題といたします。 

  内容の説明をさせます。 

  山田主任。 

○山田主任山田主任山田主任山田主任 議案第３９号 第１１回農用地利用集積計画の決定についてご説明申し上

げます。 

  これは、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、江別市より農業委員

会に対して農用地利用集積計画の決定を求められているものでございます。 

  今回の計画案は、所有権移転に係るものが２件５筆２２，２７３．００㎡、利用権設

定に係るものが２１件１０２筆８３９，５５４．００㎡でございます。 

  個々の内容につきましては記載の通りとなっておりますので、説明は省略いたします。 

  今回提案する案件につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

をすべて満たしていると考えます。 

  以上でございます。 

○議長議長議長議長 これより議案第３９号に対する質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

議案第３９号を採決いたします。 

第１１回農用地利用集積計画の決定について、申出２３件、可とする意見を付すこと

に決定をいたしたいと思います。 

  このことについて、ご異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

  ご異議なしと認めます。 

  よって、そのように決しました。 

 

◎◎◎◎議案第議案第議案第議案第４０４０４０４０号号号号 

 

○議長議長議長議長 日程第１４ 議案第４０号 江別農業振興地域整備計画の変更に係る意見につ

いてを議題といたします。 

 内容の説明をさせます。 
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  浅野主任。 

○浅野主任浅野主任浅野主任浅野主任 議案第４０号 江別農業振興地域整備計画の変更に係る意見についてご説

明申し上げます。 

  これは、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第２項及び江別農業振

興地域整備計画変更事務取扱要領第３条の規定により、江別農業振興地域整備計画の変

更について江別市長から当委員会の意見を求められているものでございます。 

  変更理由及び内容についてご説明申し上げます。 

  申請地は農業用施設用地としての利用が見込まれており、地権者から農用地区域への

編入の申請を受けたものでございます。 

  今回の申請につきましては、江別農業振興地域整備計画を申請内容のとおり変更する

ことについて支障はないものと考えます。 

  なお、江別市への意見書案につきましては資料に記載のとおりでございます。 

  以上でございます。 

○議長議長議長議長 これより議案第４０号に対する質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質疑なしと認めます。 

議案第４０号を採決いたします。 

  江別農業振興地域整備計画の変更に係る意見について、申請１件、可とする意見を付 

すことに決定をいたしたいと思います。 

  このことについて、ご異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、そのように決しました。 

 

◎◎◎◎議案第議案第議案第議案第４１４１４１４１号号号号 

 

○議長議長議長議長 日程第１５ 議案第４１号 江別市農業委員会会議規則の一部を改正する規則

の制定についてを議題といたします。 

  内容の説明をさせます。 

  浅野主任。 

○浅野主任浅野主任浅野主任浅野主任 議案第４１号 江別市農業委員会会議規則の一部を改正する規則の制定に

ついてご説明申し上げます。 

  これは、平成２８年４月１日付けで農業委員会等に関する法律が改正されることに伴

い当農業委員会が所管する規則についても改正が必要となったため、改正をするもので

ございます。 

  なお、現農業委員の任期等については経過措置により、平成２９年７月まで現在のま

まですが、それ以外の部分は平成２８年４月１日より適用となるため改正を行うもので

ございます。 

  内容についてご説明申し上げます。 

  第２条第２項は、総会招集についてより実態に即した内容にしようとするものでござ

います。 

  第２条第３項は、改正法に対応する条項に改正しようとするものでございます。 

  第６条第１項は、法改正により農業委員は選挙ではなく市町村長が任命することにな
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ることから字句の整備をしようとするものでございます。 

  第１３条第４項は、改正法に対応する条項に改正しようとするものでございます。 

  附則により、改正規則は平成２８年４月１日から施行するものでございます。 

  以上でございます。 

○議長議長議長議長 これより議案第４１号に対する質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

(｢なし｣の声あり) 

  質疑なしと認めます。 

議案第４１号を採決いたします。 

江別市農業委員会会議規則の一部を改正する規則の制定について、可とする意見を付 

すことに決定をいたしたいと思います。 

このことについて、ご異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、そのように決しました。 

 

◎◎◎◎議案第議案第議案第議案第４２４２４２４２号号号号 

 

○議長議長議長議長 日程第１６ 議案第４２号 江別市農業委員会組織規程等の一部を改正する規

程の制定についてを議題といたします。 

  内容の説明をさせます。 

  浅野主任。 

○浅野主任浅野主任浅野主任浅野主任 議案第４２号 江別市農業委員会組織規程等の一部を改正する規程の制定

についてご説明申上げます。 

  これは、平成２８年４月１日付けで農業委員会等に関する法律が改正されることに伴

い、当農業委員会が所管する規程についても改正が必要となったため改正をするもので

ございます。 

  内容についてご説明申し上げます。 

  まず、第１条 江別市農業委員会組織規程の一部改正についてご説明申し上げます。 

  第６条第１号ア及び同条第２号アは、改正法に対応する条項に改正しようとするもの

でございます。 

  次に、第２条 江別市農業委員会事務局組織に関する規程の一部改正についてご説明

申し上げます。 

  第３条は、現在主幹職が設置されていることを鑑み「主幹」の一言を盛り込もうとす

るものでございます。 

  第５条第８号、同条第１０号及び同条第２２号は、法改正に伴い廃止される事務であ

ることから削ろうとするものでございます。 

  第５条第２４号は、平成２６年施行の改正農地法により字句の整備をしようとするも

のでございます。 

  なお、第５条第８号、同条第１０号及び同条第２２号を削ることに伴い、同条第９号

を第８号とし、同条第１１号から同条第２１号までを２号ずつ繰り上げ、同条第２３号

を同条第２０号とし、同条第２４号を同条第２１号とし、同条第２５号を同条第２２号

とするものでございます。 
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  最後に、第３条 江別市農地台帳点検等実施規程の一部改正についてご説明申し上げ

ます。 

  第３条第１項から同条第３項までは、法改正に伴い選挙人名簿が廃止されることとな

るため、係る事務を行う必要がなくなることから削ろうとするものでございます。 

これに関連して同条第４項を第３条にしようとするものでございます。 

第７条は、法改正に伴い、全国農業会議所が一般社団法人に移行することから名称の

変更をしようとするものでございます。 

附則により、改正規則は平成２８年４月１日から施行するものでございます。 

以上でございます。 

○議長議長議長議長 これより議案第４２号に対する質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

(｢なし｣の声あり) 

 質疑なしと認めます。 

 議案第４２号を採決いたします。 

  江別市農業委員会組織規程等の一部を改正する規程の制定について、可とする意見を 

付すことに決定をいたしたいと思います。 

このことについて、ご異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

  ご異議なしと認めます。 

  よって、そのように決しました。 
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閉会宣告閉会宣告閉会宣告閉会宣告    

 

○ 議長議長議長議長 今期定例総会に付議されました事件は、すべて議了いたしました。 

  平成２７年度第１１回江別市農業委員会定例総会は、これをもって閉会いたします。 

 

                         午後３時５２分 閉会 
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