
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

第３５回標茶町農業委員会総会会議録 

 

                       開催年月日 平成２９年２月２７日（月曜日）                

開催場所  標 茶 町 役 場 議 場  

○議 事 日 程      

第 １ 会議録署名委員の指名について        

第 ２ 会期決定について 

第 ３ 会務報告 

第 ４ 報告第１０２号 農用地利用関係調整・あっせん申出に係る 

あっせん委員の指名について                ２件

第 ５ 報告第１０３号 農用地譲渡申出に係るあっせん結果について         １件 

 第 ６ 報告第１０４号 農用地賃貸借申出に係るあっせん結果について        ３件

第 ７ 議案第１６５号 農地法第３条の規定による許可申請について         ４件 

 第 ８ 議案第１６６号 農地法第５条の規定による許可申請について         １件

第 ９ 議案第１６７号 農用地利用集積計画の作成の要請について         １２件 

 第１０ 議案第１６８号 贈与税及び不動産取得税の納税猶予に関する証明について  １８件          

 第１１ 議案第１６９号 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する 

             法律第３条第１項の規定による承認申請について       １件          

 第１２ 議案第１７０号 農業委員会等に関する法律に係る標茶町からの 

             事務委任について 

 

○出席委員（１５名） 

    １番 橘  澄子 君   ２番 熊谷 英二 君   ３番 甲斐やす子 君 

   ４番 高松 俊男 君   ６番 髙橋 政寿 君   ７番 笛木 眞一 君 

   ８番 佐藤  肇 君   ９番 武藤 利勝 君  １０番 大泉 義明 君 

  １１番 佐藤 德市 君  １２番 澁谷  洋 君  １３番 山本 志伸 君 

  １４番 嶋中  勝 君  １５番 鈴木 義次 君  １６番 佐瀨 日出夫君 

 

○議事参与の制限を受けた委員（ ２名） 

    ●番 ●● ●● 君   ●番 ●●  ● 君 

 

○欠席委員（ ０名） 

    

     

○その他出席者 

事務局長 村山 裕次 君         振興係長 若松  務 君         

主  任 高橋  望 君         主  事 湊谷 省吾 君 
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（会長 佐瀨日出夫君、議長席に着く。） 

 

◎開会の宣告 

○会長（佐瀨日出夫君） 只今から第３５回標茶町農業委員会総会を開会致します。 

只今の出席委員は１５名、欠席０名であります。 

よって、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定による定足数に達しておりますので、

本総会は成立致しました。 

                                 （午前１０時３６分開会） 

 

◎開会の宣告 

○会長（佐瀨日出夫君） 直ちに会議を開きます。 

  

     ◎会議録署名委員の指名 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１。会議録署名委員の指名を行います。 

 会議録署名委員は、会議規則第８２条の規定により、 

       ７番・笛木君   ９番・武藤君  

を指名致します。 

 

◎会期の決定について 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第２。会期決定を議題と致します。 

 第３５回標茶町農業委員会総会の会期は本日１日限りと致したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、本総会の会期は本日１日と決定致しました。 

 

◎会務報告 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第３。会務報告を行います。 

 会務報告は印刷配布のとおりであります。 

 

◎報告第１０２号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第４。報告第１０２号、農用地利用関係調整・あっせん申出に係る

あっせん委員の指名について、内容２件を議題と致します。 

 お諮り致します。 

 番号１から番号２まで内容２件について、審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号２まで内容２件を一括議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 
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 報告第１０２号について説明させていただきます。 

 農用地利用関係調整・あっせん申出に係るあっせん委員の指名について、農用地利用関係調整・

あっせん申出に係るあっせん委員を次のとおり指名したので報告するものであります。 

 指名したあっせん委員については別紙のとおり２件となっております。 

 番号１。 

 あっせん申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●●● ●

●● ●● ●さん。 

 申出面積、６８．２ｈａ。 

 指名年月日、平成２９年２月１３日。 

 申出の種類、賃貸借。 

 指名あっせん委員、熊谷委員、高松委員、澁谷委員。 

 続いて番号２。 

あっせん申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●●● ●

●● ●● ●さん。 

 申出面積、１６．３ｈａ。 

 指名年月日、平成２９年２月１３日。 

 申出の種類、賃貸借。 

 指名あっせん委員、熊谷委員、高松委員、髙橋委員、澁谷委員。 

 以上です。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１から番号２まで内容２件について事務局の報告を終

わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、報告第１０２号、内容２件は報告のとおり承認されました。 

 

◎報告第１０３号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第５。報告第１０３号、農用地譲渡申出に係るあっせん結果につい

て、内容１件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

報告第１０３号について説明させていただきます。 

農用地譲渡申出に係るあっせん結果について、次のとおり報告するものであります。 

別紙のとおり１件となっております。 

 番号１。 
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 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、澁谷委員。 

 あっせん委員、熊谷委員、高松委員。 

 報告年月日、平成２７年１１月３０日。 

 譲受人、地番、価格等については下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字オソツベツ３８－１４。 

 現況地目、採放地。 

面積、９６８㎡外１６筆、合計面積は１１８，９８３㎡となっております。 

価格、２９４，０００円。 

譲受者氏名、●●●●さん。 

予定資金関係は、自己資金となっております。 

 番号１につきましては、あっせん委員長である澁谷委員より、結果について報告を願います。 

○会長（佐瀨日出夫君） １２番・澁谷君。 

○１２番（澁谷 洋君） １２番・澁谷。 

 報告第１０３号番号１について報告致します。 

この案件は、２７年１１月１２日に●●さんよりあっせん申出があり、１１月１９日に熊谷委員、

高松委員、事務局より前中島係長で現地調査を行い、価格を決定しました。 

分筆の関係で今報告することとなりましたことを合わせて報告致しておきます。 

価格を提示したところ、承諾を得たので１１月３０日に役場小会議室にて、第２回あっせん委員

会を開催し、譲受希望者を調整したところ、●●さんに決定しました。 

詳細については、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１について事務局の説明、並びににあっせんにあたら

れました、１２番・澁谷君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、報告第１０３号、内容１件は報告のとおり承認されました。 

 

      ◎報告第１０４号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第６。報告第１０４号、農用地賃貸借申出に係るあっせん結果につ

いて、内容３件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 報告第１０４号について説明させていただきます。 
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 農用地賃貸借申出に係るあっせん結果について、次のとおり報告するものであります。 

 別紙のとおり３件となっております。 

 番号１。 

 あっせん賃貸借申出者、●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、阿部委員。 

 あっせん委員、笛木委員、山本委員、鈴木委員。 

 報告年月日、平成２９年１月２０日。 

 借受人、地番、金額等については下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字虹別原野７１８－５。 

 現況地目、畑。 

 面積、３６，１８９㎡。 

 年間賃貸料、１１２，０００円。 

 借受人氏名、●●●●さん。 

 賃貸借期間、公告の日から平成３９年２月２８日。 

 続いて、土地の所在、字虹別原野６９４－３。 

 現況地目、畑。 

 面積、３７，７５０㎡。 

 年間賃貸料、１１７，０００円。 

借受人氏名、● ●●さん。 

 賃貸借期間、公告の日から平成３９年２月２８日。 

 続いて、土地の所在、字虹別原野７１９－３９。 

 現況地目、畑。 

 面積、４，５８９㎡。 

 年間賃借料、６，０００円。 

 借受人氏名、●●●● ●●● ●●●●● ●● ●さん 

 賃貸借期間、公告の日から平成３９年２月２８日まで。 

 合計３筆、合計面積が、７８，５２８㎡、年間賃貸料が２３５，０００円となっております。 

 番号１につきましては、あっせん委員である笛木委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ７番・笛木君。 

○７番（笛木 眞一君） ７番・笛木。 

 報告第１０４号、番号１について報告致します。 

 昨年２８年１１月に●●●●さんよりあっせん賃貸の申出があり、１１月１６日に鈴木委員、山

本委員、阿部委員、私と事務局から村山局長、湊谷主事で現地調査を行い価格を決定致しました。   

あっせん委員長に阿部さんが互選され、阿部さんから●●さんに価格を提示したところ、承諾を

得ましたので、２９年１月１６日に上虹別コミニティハウスにおいて、第２回あっせん委員会を開

催し、地元の農地部会を中心に調整をして頂き、●●●●さんに賃貸するものです。 

なお、残りの農地については、利用効率を考え、１月２０日虹別酪農センターにて調整した結果、

● ●●さん、●●●● ●●● ●●●●● ●● ●さんに決定致しました。 

内容については、事務局説明のとおりです。 

以上報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって、番号１について事務局の説明、並びにあっせんにあたら

れました、７番・笛木君の報告を終わります。 
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 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

                  (｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については報告のとおり承認されました。 

 続いて番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号２。 

 あっせん賃貸借申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●●

● ●●● ●● ●さん。 

 あっせん委員長、澁谷委員。 

 あっせん委員、熊谷委員、高松委員、髙橋委員。 

 報告年月日、平成２９年２月１３日。 

 借受人、地番、金額等については下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字オソツベツ１１０－８。 

 現況地目、畑。 

 面積１５１㎡外２筆、合計面積は６９，８２４㎡。 

 年間賃貸料につきましては、６７，３４０円。 

 借受人氏名、●●●●さん。 

 賃貸借期間につきましては、公告の日から平成３３年１２月２７日まで。 

 続きまして、土地の所在、字オソツベツ１１３－１。 

 現況地目、畑。 

 面積、９３，５４５㎡。 

 年間賃貸料、９１，９８０円。 

 借受人氏名、●●●● ●●●●●●●●● ●●●●● ●●●●●さん。 

 賃貸借期間につきましては、公告の日から平成３３年１２月２７日までとなっております。 

 合計４筆、面積につきましては、１６３，３６９㎡となっております。 

年間賃貸料は、１５９，３２０円となっております。 

 番号２については、あっせん委員長であります澁谷委員より報告お願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １２番・澁谷君。 

○１２番（澁谷 洋君） １２番・澁谷。 

 報告第１０４号、番号２について報告致します。 

 ２月１３日に役場中会議室において第１回あっせん委員会があり、あっせん委員には熊谷委員、

高松委員、髙橋委員と私が指名され、事務局より若松係長、湊谷主事が出席し、あっせん委員長に

は私が互選されました。 

 この農地は、●●●●さんよりあっせん申出があり、●●●●●●●が借入を実施した農地であ
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り、５年後に●●より取得予定の●●●●さん、●●●● ●●●●●●●●● ●●●●● ●

●●●●さんへ賃貸するものです。 

 内容については事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって、番号２について事務局の説明、並びにあっせんにあたら

れました、１２番・澁谷君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

                  (｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については報告のとおり承認されました。 

続いて番号３を議題と致します。 

なお、●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になってお

りますので、除斥を求めます。 

                                   （●●●●君退席） 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号３。 

 あっせん賃貸借申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●●

● ●●● ●● ●さん。 

 あっせん委員長、澁谷委員。 

 あっせん委員、熊谷委員、高松委員。 

 報告年月日、平成２９年２月１３日。 

 借受人、地番、金額等については下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字オソツベツ３８－９。 

 現況地目、畑。 

 面積、１３，８４３㎡外１０筆、合計面積が３５２，５４１㎡。 

 年間賃貸料、２４１，１８０円。 

 借受人氏名、●●●●さん。 

 賃貸借期間につきましては、公告の日から平成３３年１２月２７日までとなっております。 

 続いて、土地の所在、字オソツベツ６３６－１。 

 現況地目、畑。 

 面積、４５，６５７㎡外１０筆、合計面積が３３０，２３３㎡となっております。 

 年間賃貸料につきましては、１９０、４８０円。 

 借受人氏名、●●●●さん。 

 賃貸借期間につきましては、公告の日から平成３３年１２月２７日までとなっております。 

 合計２２筆、合計面積が、６８２，７７４㎡。 
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年間賃貸料が、４３１，６６０円となっております。 

 番号３については、あっせん委員長であります澁谷委員より報告お願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １２番・澁谷君。 

○１２番（澁谷 洋君） １２番・澁谷。 

 報告第１０４号、番号３について報告致します。 

 ２月１３日に役場中会議室において、熊谷委員、高松委員と私が指名され、事務局より若松係長、

湊谷主事が出席し、あっせん委員長に私が互選されました。 

 この農地は、●●さんよりあっせん申出があり、●●●●●●●が借入を実施した農地であり、

５年後に●●より取得予定の●●さん、●●さんへ賃貸するものです。 

 内容については事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって、番号３について事務局の説明、並びにあっせんにあたら

れました、１２番・澁谷君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

                  (｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３については報告のとおり承認されました。 

                                   （●●●●君復席） 

 

 以上をもって、報告第１０４号内容３件は報告のとおり承認されました。 

 

 ◎議案第１６５号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第７。議案第１６５号、農地法第３条の規定による許可申請につい

て内容４件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 議案第１６５号について説明させていただきます。 

 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条の規定による農地等の権利移転（設

定）の許可申請があった下記の件について、議決を求めるものであります。 

 許可を受けようとする土地の表示については、別紙のとおり４件となっております。 

番号１。 

 貸付人、●●●●●●●●●●●●●●●、●● ●さん。 

 借受人、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さ

ん。 

 土地の所在、字熊牛原野１４線東６の内。 
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 地目、登記簿、山林。 

現況、畑。 

 面積、６，８８７㎡。 

契約の種類、地上権の設定（許可日から３年）。 

 権利移転（設定）の理由、貸付人が相手方要望、借受人は太陽光発電所運営のため。 

 世帯員又は構成員についてですが、貸付人が１名となっております。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

 なお、この番号１につきましては、平成２８年９月２６日に行われました、第３０回農業委員会

において可決されており、平成２８年１１月１６日付け許可された案件となっておりますが、前事

業者であります、●●●● ●●●●●●●が●●●● ●●●●に事業を信託することとなり、

事業者の変更に伴った、再申請となります。 

 地上権の設定に対して、必要な要件につきましては、対象とされた農地等及び周辺の農地等の利

用状況に支障がないか、その農地等について関係権者との調整がなされているかどうか審査し、農

業上の土地利用との調整を図られる場合に、許可処分を行うものとされております。 

 それを踏まえまして、番号１につきましては、調査を嶋中委員に依頼しておりますので、報告を

宜しくお願いします。 

○会長（佐瀨日出夫君） １４番・嶋中君。 

○１４番（嶋中 勝君） １４番・嶋中。 

議案第１６５号、番号１について報告致します。 

２月１３日に事務局より調査の依頼があり、２月２０日に現地調査を行ってまいりました。 

許可を受けようとする土地の表示及び状況は記載のとおり確認しました。 

貸主の●●●さんは、●●●●の要望により、借受人の●●●●は太陽光発電施設の設置に伴う、

地上権の設定のため今回の申請となりました。 

今回の申請は、地上権設定を目的としているため、農地を耕作することは要件には含まれており

ません。 

また、区分地上権の設定の対象とされた農地及びその周辺の農地等の利用上支障がなく、関係権

利者との調整も整っていると認められます。 

これらの調査の結果から、許可については問題ないと判断致します。 

以上報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました１４番・嶋中君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢あり｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ８番・佐藤肇君。 

○８番（佐藤  肇君） ちょっと休憩いただいていいですか。 

○会長（佐瀨日出夫君） 休憩いたします。 

                 休憩 午前１１時００分 

                 再開 午前１１時０１分 

○会長（佐瀨日出夫君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 他にご質疑ございませんか。 

（｢あり｣の声あり） 
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○会長（佐瀨日出夫君） ４番・高松君。 

○４番（高松 俊男君） あの地上権設定、許可日から３年って言うけど、３年経ってまた出てく

るんでしょうかね。 

○会長（佐瀨日出夫君） 湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） そうですね。 

 ５条の方も一時転用になってますので、それと合わせて３年毎の申請が必要になってきます。 

○４番（高松 俊男君） ５年、１０年はないんだ。 

○農地係（湊谷省吾君） 今回の営農型というのが、一時転用に限ってのものになるので、それと

合わせて３条、５条が必要になるので３年毎となるので。 

○４番（高松 俊男君） わかりました。 

○会長（佐瀨日出夫君） 他にご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１は原案可決されました。 

番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号２。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●、●●●●●●●● ●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字中チャンベツ原野７３５。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１，４９３㎡外１筆、合計面積は、２，３０４㎡となっております。 

契約の種類、売買。 

 権利移転（設定）の理由、譲渡人が国有地払下げのため、譲受人は申請地が、譲受人が耕作して

いる農地と隣接しており、現在まで一体的に農地として利用していたため。 

 資金調達の方法及び価格、自己資金４６，０００円となっております。 

 世帯員又は構成員につきましては、譲受人が７名となっております。 

 畑、採放地につきましては、譲受人が５８８，３９８㎡うち借入地が４７，４９０㎡となってお

ります。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

 番号２につきましては、調査委員であります佐藤德市委員より、報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １１番・佐藤德市君。 

○１１番（佐藤德市君） １１番・佐藤。 

議案第１６５号、番号２について報告致します。 

２月１３日付けで事務局より調査依頼があり、２月１８日に現地調査に行ってまいりました。 

許可を受けようとする土地の表示及び状況は記載のとおり確認しました。 

譲渡人の●●●さんは、●●さんの●●●●●●●のため農地を譲渡し、譲受人の●●さんは、
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申請地が耕作している農地と隣接しており、現在まで一体的に農地と利用してきて、この度●●●

を●●●●を受けたいため今回の申請になりました。 

権利を取得する●●さんの世帯員、所有地及び経営地の状況は記載のとおり確認しました。 

●●さんが申請地を取得後に、この農地すべてについて耕作を行い、農作業に常時従事するかに

ついても、申請書に記載されたとおり確認したので、農地すべてについて耕作に常時従事すると認

められます。 

●●さんの農地所有面積は申請地を含めると合計面積が５９ｈａとなりますので、下限面積要件

は満たしています。 

今回の申請地は、●●さんの所有地に隣接する農地ですので周辺農地の影響もなく効率的に利用

されると認められます。 

これら調査の結果から、農地法第３条第２項の各要件を満たしておりますので、許可については

妥当と判断致しました。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号２について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました１１番・佐藤德市君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２は原案可決されました。 

続いて番号３を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号３。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字阿歴内原野２４９－１。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、畑。 

 面積、８７０㎡外２筆、合計面積が、１６，７４７㎡となっております。 

契約の種類、贈与。 

 権利移転（設定）の理由、譲渡人が現経営者に贈与する、譲受人は譲渡人より贈与を受ける。 

 世帯員又は構成員につきましては、譲渡人と譲受人が同一世帯となっております、４名となって

おります。 

 畑、採放地につきましては、譲渡人が２５８，０２２㎡となっております。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

 番号３につきましては、調査委員であります武藤委員より、報告をお願い致します。 
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○会長（佐瀨日出夫君） ９番・武藤君。 

○９番（武藤 利勝君） ９番・武藤。 

議案第１６５号、番号３について報告致します。 

２月１３日付けで事務局より調査依頼がありまして、２月２２日に現地調査を行ってまいりまし

た。 

許可を受けようとする土地の表示及び状況は記載のとおり確認しました。 

譲渡人の●●●●さんは、現経営者に贈与するということで、農地を譲渡し、譲受人の●●●●

さんは譲渡人より贈与を受けるということで、今回の申請となりました。 

権利を取得する●●●●さんは、世帯員又は所有地及び経営地の状況は記載のとおり確認しまし

た。 

●●●●さんが申請地を取得後、この農地すべてにおいて耕作を行い、農作業に常時従事するか

についても、申請書に記載されたとおり確認しましたので、全地すべてについて耕作に常時従事す

ると認められます。 

●●●●さんの農地所有面積は申請地を含めると合計面積が２５．８ｈａとなりますので、下限

面積要件は満たしています。 

今回の申請地は、●●●●さんの所有地に隣接する農地ですので周辺農地への影響もなく効率的

に利用されると認められます。 

これらの調査の結果から、農地法第３条第２項の各要件を満たしておりますので、許可について

は妥当と判断致しました。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号３について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました９番・武藤君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３は原案可決されました。 

続いて番号４を議題と致します。 

なお、●番・●●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になって

おりますので、除斥を求めます。 

                                   （●● ●君退席） 

 事務局より内容説明させます。 

農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 番号４。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● ●

●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●● ●さん。 

12 

 



 土地の所在、字栄６０－２。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５，６６２㎡外１筆、合計面積が、７，９８９．２４㎡。 

契約の種類は、売買。 

 権利移転（設定）の理由、譲渡人が通年相手方に該当地を貸していたため、譲受人は粗飼料確保

のため。 

 資金調達の方法及び価格につきましては、自己資金１９９，０００円となっております。 

 世帯員又は構成員につきましては、譲渡人が構成員が６名、譲受人が世帯員が３名となっており

ます。 

 畑、採放地につきましては、譲渡人が６２６，４６６㎡、譲受人が４２２，４２０㎡うち借入地

が２２，０９１㎡となっております。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

 番号４につきましては、調査委員であります嶋中委員より、報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １４番・嶋中君。 

○１４番（嶋中 勝君） １４番・嶋中。 

議案第１６５号、番号４について報告致します。 

２月１３日付けで事務局より調査依頼があり、２月１６日に現地調査を行ってまいりました。 

許可を受けようとする土地の表示及び状況は記載のとおり確認しました。 

譲渡人の●●●●さんは、通年相手方に貸しておりまして、今回相手方の要望により農地を譲渡

し、譲受人の●●さんは、以前、●●さんの前の●●さんの時代から借りておりました土地で、引

き続き粗飼料確保のため今回の申請となりました。 

権利を取得する●●さんの世帯員、所有地及び経営地の状況は記載のとおり確認しました。 

●●さんが申請地を取得後、この農地すべてにおいて耕作を行い、農作業に常時従事するかにつ

いても、申請書に記載されたとおり確認しましたので、農用地すべてについて耕作に常時従事する

と認められます。 

●●さんの農地所有面積は申請地を含めると合計面積が約４６ｈａとなりますので、下限面積要

件は満たしております。 

今回の申請地は、●●さんの所有地に隣接する農地ですので周辺農地への影響もなく効率的に利

用されると認められます。 

これらの調査の結果から、農地法第３条第２項の各要件を満たしておりますので、許可について

は妥当と判断致します。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号４について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました１４番・嶋中君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 
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 よって、番号４については原案可決されました。 

                                  （●● ●君復席） 

 以上をもって、議案第１６５号、内容４件は原案可決されました。 

 

      ◎議案第１６６号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第８。議案第１６６号、農地法第５条の規定による許可申請につい

て、内容１件を議題といたします。 

 番号１を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 農地係湊谷君。 

○農地係（湊谷省吾君） はい。 

 議案第１６６号について説明させていただきます。 

 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条の規定による農地等転用のための権

利移転（設定）の許可申請があった下記の件について、意見を求めるものであります。 

許可を受けようとする土地の表示については、別紙のとおり１件となっております。 

 番号１。 

 所有者、●●●●●●●●●●●●●●●、●● ●さん。 

 転用者、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さ

ん。 

土地の所在、字熊牛原野１４線東６の内。 

 地目、登記簿、山林。 

現況、畑。 

 面積、４１１．１５㎡。 

 農地区分、農振農用地区域内農地。 

 土地利用計画、農振農用地区域。 

 契約内容、賃貸借。 

 転用目的、太陽光発電施設の建設。 

 転用計画内容、期間、許可日から３年間。 

 転用面積、パネル柱部分４１０．４㎡、フェンス柱部分０．７５㎡。 

 事業費（撤去費含む）、３６０，０００，０００円となっております。 

 なお、番号１につきましては、平成２８年９月２６日に行われました、第３０回農業委員会にお

いて可決されており、平成２８年１１月１６日付けで北海道より許可された案件となっております

が、前事業者である●●●● ●●●●●●●が●●●● ●●●●に事業を信託することとなり、

事業者の変更に伴った、再申請になります。 

 本案件は太陽光発電設備を農地に設置し、そのパネルの下で営農を継続するという内容になって

おりまして、農用地区域内農地であっても一時転用許可をもって設置が可能となっております。 

 許可要件につきましては、転用期間が３年内であること、太陽光の支柱等の設備が簡易な構造で

容易に撤去可能であること、営農を行い、単収が２割減とならず農作業の効率的な利用が図られる

こと、周辺の農地へ影響を及ぼさないことが図られているかどうか、農地法３条許可を受けている

かどうか、以上が許可要件となっております。 

 これらの要件につきましては、調査をして頂いております。 

 調査につきましては、甲斐委員、佐藤肇委員、嶋中委員に依頼しておりますが、嶋中委員より調
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査の結果について報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １４番・嶋中君。 

○１４番（嶋中 勝君） １４番・嶋中。 

議案第１６６号、番号１について報告致します。 

２月１７日に事務局より調査依頼があり、２月２０日に佐藤肇委員、甲斐委員、事務局より若松

係長、湊谷主事と私で現地調査を行ってまいりました。 

申請地は参考資料２ページから６ページに記載されていますのでご覧下さい。 

申請者は借主の●●●●で、貸主の●●●さんの土地に太陽光発電の設置を目的とし、転用の申

請をするものです。 

この転用を受けようとする土地の表示及び状況、また転用しようとする面積は記載のとおり支柱

部分の面積と確認しました。 

農地区分は、農振農用地区域内の農地と判断致します。 

転用しようとする契約内容及び転用目的、転用計画については記載のとおりと確認してます。 

実行性、信用力については、転用に係る行為を遂行できると認められ、転用面積についても妥当

な面積と判断致します。 

周辺農地へ及ぼす被害や支障などは認められません。 

農振農用地区域内の農地に営農型発電施設の設置は、原則不許可ですが、パネルの下で耕作をし

ながらの一時転用で、許可後容易に撤去可能なことからこの転用については問題ないと判断致しま

した。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられ

たました１４番・嶋中君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１は原案可決されました。 

 以上をもって、議案第１６６号、内容１件は原案可決されました。 

 

      ◎議案第１６７号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第９。議案第１６７号、農用地利用集積計画の作成の要請について、

内容１２件を議題と致します。 

 お諮り致します。 

 番号１から番号９まで内容９件について審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号９まで内容９件を一括議題と致します。 
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 事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 

 議案第１６７号について説明させていただきます。 

農用地利用集積計画の作成の要請について、下記の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促

進法第１５条第４項の規定により、利用権設定等促進事業の実施が必要と認められるので、標茶町

長に農用地利用集積計画の作成を要請することについて議決を求めるものであります。 

 作成を要請する農用地利用集積計画、別紙のとおり１２件であります。 

 番号１。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●

●●● ●●● ●● ●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字上チャンベツ原野東２線東１－４。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、２，９８７㎡外３６筆、合計の面積は３８３，４０２㎡。 

 利用権設定等の種類は、所有権の移転。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 成立する法律関係は、売買。 

 所有権移転の時期は、平成２９年３月１日 

対価の支払期限は、平成２９年４月１３日。 

 土地の引渡時期は、対価の支払日。 

価格は、１２，９７３，０００円。 

 支払方法は、指定口座振込みとなっております。 

 番号２。 

利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●

●●● ●●● ●● ●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●● ●さん。 

土地の所在、字チャンベツ１２３－２６。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、採放地。 

 面積は、１１８，３０２㎡外３４筆、合計の面積は６９９，０１７㎡。 

 利用権設定等の種類は、所有権の移転。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 成立する法律関係は、売買。 

 所有権移転の時期は、平成２９年３月１日 

対価の支払期限は、平成２９年４月１３日。 

 土地の引渡時期は、対価の支払日。 

 価格は、２４，２４１，０００円。 

 支払方法は、指定口座振込みとなっております。 

番号３。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 
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土地の所在、字オソツベツ３８－１４。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、採放地。 

 面積は、９６８㎡外１６筆、合計の面積が１１７，７４９㎡。 

 利用権設定等の種類は、所有権の移転。 

 利用権設定等の内容は、採放地。 

 成立する法律関係は、売買。 

 所有権移転の時期は、平成２９年３月１日。 

 対価の支払期限は、平成２９年３月３１日。 

 土地の引渡時期は、対価の支払日。 

 価格は、２９４，０００円。 

 支払方法は、指定口座振込みとなっております。 

番号４。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●

●● ●●● ●● ●さん。 

土地の所在、字オソツベツ１１０－８。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積は、１５１㎡外２筆、合計の面積は６９，８２４㎡。 

 利用権設定等の種類は、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 成立する法律関係は、賃貸借。 

利用権の期間は、平成２９年３月１日から平成３３年１２月２７日まで。 

土地の引渡時期は、平成２９年３月１日。 

 金額は、年間６７，３４０円。 

 支払方法は、毎年１２月１０日までに指定口座振込みとなっております。 

 なお、番号５、番号６につきまして、利用権の設定等をする者、利用権設定等の種類、成立する

法律関係、利用権の期間、支払方法が番号４と同じですので、説明を省略させていただきます。 

番号５。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●●●●●●

●●●●● ●●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ１１３－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積は、９３，５４５㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 金額は、年間９１，９８０円となっております。 

 番号６。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ６３６－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、４５，６５７㎡外１０筆、合計の面積が３３０，２３３㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 
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 金額は、年間１９０，４８０円となっております。 

 番号７。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

土地の所在、字虹別原野７１８－５。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積は、３６，１８９㎡。 

 利用権設定等の種類は、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係は、賃貸借。 

 利用権の期間は、平成２９年３月１日から平成３９年２月２８日まで。 

土地の引渡時期は、平成２９年３月１日。 

 金額は、年間１１２，０００円。 

 支払方法は、毎年１０月末日までに指定口座振込みとなっております。 

 なお、番号８、９につきまして利用権の設定等をする者、利用権設定等の種類、利用権設定等の

内容、成立する法律関係、利用権の期間、支払方法が番号７と同じですので、説明を省略させてい

ただきます。 

番号８。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●、● ●●さん。 

 土地の所在、字虹別原野６９４－３。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積は、３７，７５０㎡。 

 金額は、年間１１７，０００円。 

 番号９。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●● ●●●●● ●

● ●さん。 

 土地の所在、字虹別原野７１９－３９。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積は、４，５８９㎡。 

 金額は、年間６，０００円となっております。 

 なお、番号１から番号９まですべてあっせん案件のため、改めての現地調査はおこなっておりま

せん。 

 以上です。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１から番号９まで内容９件について事務局の説明を終

わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 
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○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号９まで内容９件について原案可決されました。 

 続いて番号１０を議題と致します。 

 なお、●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になってお

りますので、除斥を求めます。 

                                   （●●●●君退席） 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 

番号１０について説明させていただきます。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●

●● ●●● ●● ●さん。 

土地の所在、字オソツベツ３８－９。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積は、１３，８４３㎡外１０筆、合計の面積は、３５２，５４１㎡。 

 利用権設定等の種類は、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 成立する法律関係は、賃貸借。 

 利用権の期間は、平成２９年３月１日から平成３３年１２月２７日まで。 

 土地の引渡時期は、平成２９年３月１日。 

 金額は、年間２４１，１８０円。 

 支払方法は、毎年１２月１０日までに指定口座振込みとなっております。 

 なお、番号１０はあっせん案件のため、改めての現地調査は行っておりません。 

 以上です。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１０について事務局の説明を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１０について原案可決されました。 

                                  （●●●●君復席） 

続いて番号１１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 

 番号１１について説明させていただきます。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●● ●●●●● ●
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● ●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字虹別６９３－２７。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積は、４，２２６㎡外１筆、合計の面積は１２，６０８㎡。 

 利用権設定等の種類は、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 成立する法律関係は、賃貸借。 

 利用権の期間は、平成２９年３月１日から平成３９年２月２８日まで。 

 土地の引渡時期は、平成２９年３月１日。 

金額は、年間１７，６００円。 

支払方法は、毎年１０月末日までに指定口座振込みとなっております。 

 なお番号１１につきましては、笛木委員に現地調査を依頼しておりますので、調査結果について

報告願います。 

○会長（佐瀨日出夫君） ７番・笛木君。 

○７番（笛木 眞一君） ７番・笛木。 

 議案第１６７号番号１１について報告致します。 

 ２月１３日に事務局より調査依頼があり、２月１５日に調査を行ってまいりました。 

 利用権設定等の農地については、新規の賃貸契約であり、記載のとおり確認しております。 

 貸主の●●●●さんは相手方の要望により農地を賃貸するものです。 

 借主の●●●● ●●● ●●●●● ●● ●さんは、農地を借受け自給飼料の確保をとると

いうことです。 

 この賃貸契約については、借受者は認定農業者となっており、農用地の全てを効率的に利用して 

耕作を行い、農作業に常時従事すると認められます。 

 従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断致しました。 

 詳細については、事務局の説明のとおりです。 

以上報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１１について事務局の説明、並びに現地調査にあたら

れました７番・笛木君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１１については原案可決されました。 

 続いて番号１２を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 
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 番号１２について説明させていただきます。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●● ●さん。 

 土地の所在、字チャンベツ１９－２６。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５２，２３１㎡外１０筆、合計の面積は４５３，５６１㎡。 

 利用権設定等の種類は、使用貸借権の設定。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 成立する法律関係は、使用貸借。 

 利用権の期間は、平成２９年３月１日から平成４９年２月２８日まで。 

 土地の引渡時期は、平成２９年３月１日。 

金額は、無償となっております。 

 なお番号１２につきましては、佐藤德市委員に現地調査を依頼しておりますので、調査結果につ

いて報告願います。 

○会長（佐瀨日出夫君） １１番・佐藤德市君。 

○１１番（佐藤德市君） １１番・佐藤。 

 議案第１６７号番号１２について報告致します。 

 ２月１７日付けで調査依頼がありまして、２月２０日に調査してまいりました。 

 利用権設定等の農地については、継続の使用貸借契約であり、記載のとおり確認しております。 

 貸主の●●●さんは農業者年金受給継続のため農地を貸借するものです。 

 借主の●●●●さんは、農地を借受け粗飼料の確保を図るということでした。 

 この使用貸借契約については、借受者は認定農業者となっており、農用地の全てを効率的に利用

して 

耕作を行い、農作業に常時従事すると認められます。 

 従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし適格であると判断致しました。 

 詳細については、事務局の説明のとおりです。 

以上報告終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１２について事務局の説明、並びに現地調査にあたら

れました１１番・佐藤德市君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１２については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第１６７号、内容１２件は原案可決されました 

  

◎議案第１６８号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１０。議案第１６８号、贈与税及び不動産取得税の納税猶予に関
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する証明について内容１８件を議題といたします。 

 お諮り致します。 

 番号１から番号１８まで内容１８件について審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号１８まで内容１８件を一括議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 

 議案第１６８号について説明させていただきます。 

 贈与税及び不動産取得税の納税猶予に関する証明について、租税特別措置法第７０条の４第１項

の規定に基づき、適用申請のあった下記の者について、意見を求めるものであります。 

 本件につきましては、まず贈与税の納税猶予について簡単に説明をさせていただきます。 

 農地等の納税猶予の制度は、昭和３９年に納期限の延長の特例として創設され、昭和５０年に現

在の納税猶予の特例と形を変え現在に至っております。 

 これは農地の細分化の防止や、税制面から農業者後継者を育成することを目的とされております。 

 総会資料８ページをご覧下さい。 

 贈与税の納税猶予の特例制度は、一定の要件をもとに農業後継者又は農業相続人が、農業経営を

継続することを前提に設けられております。 

 １０ページをご覧ください。 

 納税猶予に係る期限が確定するまでの間、この確定とは贈与者または受贈者が死亡した場合、も

しくは農業経営が継続出来なくなり、農地を処分した場合となりますが、納税猶予を受け続ける間

は、３年毎に引き続き納税猶予の適用を受けたい旨の届出を税務署に提出することが必要です。 

 この届出に農業委員会が証明する、引き続き農業経営を行っていることを証した証明書の添付が

必要となっております。 

 本総会で農業を継続しているか、意見を求めるものであります。 

 それでは、別紙のとおり１８件となっております。 

 番号１。 

地区名、●●●。 

受贈者氏名、●●●●さん。 

 贈与者氏名、●●●●さん。 

 贈与年月日、昭和５５年９月６日、以下番号１８までございます。 

 なお、今年度農地パトロールの中で納税猶予対象地について全てを調査を行っておりますので、

代表して、笛木農地部会長より農地管理の調査結果について報告をいただきたいと思います。 

○会長（佐瀨日出夫君） ７番・笛木君。 

○７番（笛木眞一君） ７番・笛木。 

 議案第１６８号、番号１から１８について代表報告を致します。 

 昨年、２８年１０月１４日から１１月８日にかけて農地パトロールを行いながら、納税猶予者対

象地の農地の調査をしております。 

全筆適正に耕作されており、今後とも引き続き耕作する意思があることを確認しておりますので

適正であると判断致しました。 

22 

 



 以上で報告を終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１から番号１８まで内容１８件について事務局の説明、

並びに現地調査にあたられました７番・笛木君の代表報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、議案第１６８号内容１８件は原案可決されました。 

 

◎議案第１６９号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１１。議案第１６９号、特定農地貸付けに関する農地法等の特例

に関する法律第３条第１項の規定による承認申請について、内容１件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松務君） はい。 

 議案第１６９号にについて説明させていただきます。 

 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第３条第１項の規定による承認申請につい

て、特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律第３条第１項の規定による基づき、下記の

者より申請があった特定農地貸付けについて議決を求めるものであります。 

 承認を受けようとする土地の表示、別紙のとおり１件となっております。 

 本件につきましては、標茶町が農業者以外の者に自然と触れ合い、農業に対する理解を深めるた

めに貸付けする農地を使用貸借するための申請となっております。 

 総会資料１４ページをご覧い下さい。 

 こちらには特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律を載せてありますが、第３条に

特定農地を貸付る者は、申請書に貸付け規定を添付し、農業委員会の承認を求めることとなってお

ります。 

 １７ページをご覧ください。 

こちらは提出されました、標茶町における貸付け規定となっております。 

 第４条に規定の条件がございます。 

この条件につきましては、当該年の１１月３０日まで貸付し、賃料については無料とするとあり

ます。 

申し訳ございません、戻るのですが１３ページをご覧ください。 

１３ページには区画予定図となっておりまして、１区画が１０メーター×５メーターとなり、１

区画５０㎡となっております。 

 この貸付規定について農業委員会が審議をするわけですが、１６ページをご覧下さい。 

 こちらは標茶町農業委員会特定農地貸付に関する農地等の特例に関する審査基準を設けておりま

して、 
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 この審査基準に沿って審議を致しますが、審査基準１番目は、１区画１０アール未満の農地であ

ると。 

２つ目には、営利を目的としない貸付であること。 

３つ目には、５年を越えない貸付けであることが基準としてなっております。 

 この審査基準をもとに、審議をお願い致します。 

 それでは番号１。 

 申請人住所、氏名、●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●さん。 

 所在、標茶町桜１４丁目２２番地。 

 登記簿、現況共に畑。 

 外９筆となっております。 

 面積は、７，０１３㎡の内２，０００㎡。 

 貸付期間は、許可の日から平成２９年１１月３０日まで。 

 権利の種類は、使用貸借権。 

 所有者名は、住所、●●●●●●●●●●●●。 

氏名、●●●●さん。 

 この事業につきましては、標茶町中央公民館事業、町民ふれあい農園、権兵衛村となっておりま

す。 

 以上です。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号１について事務局の説明を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって議案第１６９号、内容１件は原案可決されました。 

 

◎議案第１７０号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１２。議案第１７０号、農業委員会等に関する法律に係る標茶町

からの事務委任についてを議題といたします。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長若松君。 

○振興係長（若松 務君） はい。 

 議案第１７０号について説明させていただきます。 

 農業委員会等に関する法律に係る標茶町からの事務委任について、農業委員会等に関する法律に

関する標茶町の権限に属する関係事務処理にあたり、標茶町より事務委任について別紙のとおり協

議がありましたので受任することについて議決を求めるものであります。 

 別紙のとおりでございます。 

 事務委任について、標茶町の権限に属する事務の円滑な執行を期するため、標茶町農業委員会に

対し、下記の事務を委任したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の２の規
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定により協議します。 

１． 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第９条第１項及び第２項に規定する

事務。 

①  農業者等に対する候補者の推薦及び委員になろうとする者の募集。 

②  推薦された者及び募集した者に関する情報の整理、その情報の公表。 

ということになっております。 

以上です。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって議案第１７０号について、事務局の説明を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐瀨日出夫君） ご異議なしと認めます。 

 以上をもって、議案第１７０号は原案可決されました。 

 

       ◎閉議の宣告 

○会長（佐瀨日出夫君） これをもちまして、第３５回標茶町農業委員会総会に付議されました案

件の審議は、全部終了致しました。 

 

◎閉会の宣告 

○会長（佐瀨日出夫君） 第３５回標茶町農業委員会総会を閉会致します。 

 ご苦労さまでした。 

 

（午前１１時４８分閉会） 
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