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第３７回標茶町農業委員会総会会議録 

 

                       開催年月日 令和 ２年 ６月２６日（金曜日）                

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 ９１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                   ９件 

第 ５ 報告第 ９２号 農用地譲渡申出に係るあっせん結果について         ９件 

第 ６ 報告第 ９３号 農地部会審査報告について                   

第 ７ 議案第１９７号 参考賃借料の改定について                   

第 ８ 議案第１９８号 農用地の賃貸借に係る合意解約について           ５件                

第 ９ 議案第１９９号 農業振興地域整備計画の変更について            ２件 

第１０ 議案第２００号 農地法第３条の規定による許可申請について        １０件

第１１ 議案第２０１号 農地法第５条の規定による許可申請について         １件 

第１２ 議案第２０２号 農用地の買入協議に係る要請について            ７件

第１３ 議案第２０３号 農用地利用集積計画の作成の要請について         ２９件 

  

 

○出席委員（１６名） 

    １番 澁谷  洋 君   ２番 高松 俊男 君   ３番 髙原 文男 君 

   ４番 橘  澄子 君   ５番 嶋中  勝 君   ６番 甲斐やす子 君 

   ７番 森田 享子 君   ８番 大泉 義明 君   ９番 渡邊 裕義 君 

  １０番 平間  清 君  １１番 類瀬 正幸 君  １２番 熊谷 英二 君 

  １３番 津野  斉 君  １４番 笛木 眞一 君  １５番 髙橋 政寿 君 

  １６番 佐瀨日出夫 君 

 

○議事参与の制限を受けた委員（ ●名） 

●●番 ●● ●● 君  ●●番 ●● ●● 君  ●●番 ●● ●● 君   

●●番 ●● ●● 君 

 

○欠席委員（ ０名） 

 

○その他出席者 

事務局長 相撲 浩信 君         振興係長 不藤さとみ 君         

農地係長 小幡 裕也 君         主  事 大河原 広 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３７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１６名、欠席０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００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、 

      １３番・津野君    １５番・髙橋君  

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３７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９１号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第４。報告第９１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９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。 

（｢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。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 

 報告第９１号について説明させていただきます。 
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 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は、別紙のとおり９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、２０．２ｈａ。 

 指名年月日、令和２年６月３日。 

 申出の種類、売買。 

指名あっせん委員は、笛木委員、熊谷委員、渡邊委員、甲斐委員。 

なお、番号２から番号９まで、あっせん申出者、指名年月日、申出の種類、指名あっせん委員が

番号１と同じですので説明を省略させていただきます。 

番号２。 

 申出面積、４．５ｈａ。 

 番号３。 

 申出面積、４８．１ｈａ。 

 番号４。 

 申出面積、６０．６ｈａ。 

 番号５。 

 申出面積、２０．９ｈａ。 

 番号６。 

 申出面積、９．１ｈａ。 

 番号７。 

 申出面積、６．７ｈａ。 

 番号８。 

 申出面積、５．３ｈａ。 

 番号９。 

 申出面積、９．７ｈａ。 

 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。 

 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から番号９まで内容９件については、報告のとおり承認されました。 

 以上をもって、報告第９１号、内容９件は報告のとおり承認されました。 
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◎報告第９２号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第５。報告第９２号、農用地譲渡申出に係るあっせん結果について、 

内容８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。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 

報告第９２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８件となっております。 

 番号１。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●● ●●●●●●● ●

●● ●●●●さん。 

 あっせん委員長、笛木委員。 

 あっせん委員、熊谷委員、渡邊委員、甲斐委員。 

 報告年月日、令和２年６月１１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、字虹別原野６７２－１。 

 現況地目、畑。 

面積、７１，３３６㎡外３筆、合計面積は２０２，２７１㎡。 

価格、１１，３４０，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係は、資金借入。 

 続いて、土地の所在、字虹別原野６７７－１。 

 現況地目、畑。 

面積、４０，６１８㎡外１筆、合計面積は４５，９７３㎡。 

価格は、２，２６０，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続いて、土地の所在、字シラルトロエトロ１５－３。 

 現況地目、畑。 

面積、３８，０９４㎡外１１筆、合計面積は４８１，７５８㎡。 

価格は、１４，８２３，０００円。 

譲受人氏名、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

予定資金関係は、資金借入となっております。 

続いて、土地の所在、字中チャンベツ原野２０４－１。 

 現況地目、畑。 

面積、３，２７４㎡外４１筆、合計面積は６０６，２３４㎡。 

価格、１８，０３４，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続いて、土地の所在、字熊牛原野２１線東３６－４。 
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 現況地目、畑。 

面積、１，５５６㎡外１０筆、合計面積は２０９，９２９㎡。 

価格は、８，５１６，０００円。 

譲受人氏名、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

予定資金関係、自己資金。 

続いて、土地の所在、字虹別原野５６５－１。 

 現況地目、畑。 

面積、９１，７７５㎡。 

価格、６，２０８，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係は、資金借入。 

続いて、土地の所在、字中チャンベツ原野４５９－１。 

 現況地目、畑。 

面積、４６，６３９㎡外２筆、合計面積は６７，１２２㎡。 

価格は、２，８２６，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係は、資金借入。 

続いて、土地の所在、字中チャンベツ原野４６１－１。 

 現況地目、畑。 

面積、１４，５３１㎡外３筆、合計面積は５３，６８６㎡。 

価格は、２，１６７，０００円。 

譲受人氏名、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

予定資金関係、自己資金。 

合計７９筆、合計面積１，７５８，７４８㎡。 

なお、番号１につきましては、あっせん委員長であります笛木委員より、報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １４番・笛木君。 

○１４番（笛木眞一君） １４番・笛木。 

 報告第９２号、番号１について報告致します。 

令和２年６月３日にあっせん委員の指名があり、令和２年６月１１日に熊谷委員、渡邊委員、甲

斐委員と私、事務局より小幡係長と大河原主事で役場大会議室において第１回あっせん委員会を開

催致しました。 

あっせん委員長には私が互選されました。 

本件は、平成２７年度に農地保有合理化事業により、公益財団法人 北海道農業公社の取得した

農地を、●●●●さん、●●●●さん、●●●● ●●●●さん、●●●●さん、●●●● ●●

●●さん、●●●●さん、●●●●さん、●●●● ●●●●さんが借上げ今年度公社より売渡を

受ける案件となっております。  

詳細については、事務局説明のとおりです。 

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、１４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。 
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（｢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。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 

番号２。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●●● ●●●●●●● ●

●● ●●●●さん。 

 あっせん委員長、笛木委員。 

 あっせん委員、熊谷委員、渡邊委員、甲斐委員。 

 報告年月日、令和２年６月１１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、字虹別原野５９線９１－７。 

 現況地目、畑。 

面積、３２，１３３㎡外４筆、合計面積は９７，４９４㎡。 

価格は、６，７１２，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係は、自己資金となっております。 

 なお、番号２につきましては、あっせん委員長であります笛木委員より、報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １４番・笛木君。 

○１４番（笛木眞一君） １４番・笛木。 

 報告第９２号、番号２について報告致します。 

令和２年６月３日にあっせん委員の指名があり、令和２年６月１１日に熊谷委員、渡邊委員、甲

斐委員と私、事務局より小幡係長と大河原主事で役場大会議室において第１回あっせん委員会を開

催致しました。 

あっせん委員長には私が互選されました。 

本件は、平成２５年度に農地保有合理化事業により、公益財団法人 北海道農業公社の取得した

農地を、●●●●さんが一時貸付を受けておりましたが、早期売渡を行うものです。  

詳細については、事務局説明のとおりです。 

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２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、１４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。 
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 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。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 

番号３。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、大泉委員。 

 あっせん委員、髙原委員、笛木委員、熊谷委員。 

 報告年月日、令和２年５月１３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。 

 当該あっせん案件は、譲渡申出があり上記あっせん委員が指名され、第１回あっせん委員会を開

催し土地の価格を算定し譲渡人より了承を得て、第２回あっせん委員会を開催し、農用地の利用関

係の調整を実施した結果、公益財団法人北海道農業公社に対し町を経由して買入の要請を行うこと

となりましたので、報告致します。 

 土地の所在、字上多和原野東１線６４－３。 

 現況地目、畑。 

面積、１６，６８３㎡外１５筆、合計面積は３１１，２３８．２４㎡。 

価格は、１２，９０６，０００円、※内１２，０００円についてはですね、買入協議対象外とな

っております。 

上多和原野西１線７０－１６と７０－１８については、現況地目が施設用地と宅地になっており

まして、通常であれば畑以外は●●は購入しないのですが、付帯施設ということでですね、買入協

議対象外ではありますが、この案件の一連の付帯施設として購入していただくことになりました。 

一時貸付予定者、●●●●さんとなっております。 

 なお、番号３につきましては、あっせん委員長であります大泉委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ８番・大泉君。 

○８番（大泉義明君） ８番・大泉です。 

 報告第９２号、番号３について報告致します。 

令和２年４月１６日にあっせん委員の指名があり、令和２年４月２０日に髙原委員、笛木委員、

熊谷委員と私、事務局より大河原主事で現地調査を行い、価格を決定し、あっせん委員長に互選さ

れた私より、申出者に価格を提示したところ、譲渡の承諾を得たので、令和２年５月１３日に役場

中会議室において、第２回あっせん委員会を開催し、買受け希望者を調整したところ、●●●●さ

んに決定しましたが、譲受人より公益財団法人 北海道農業公社による農地保有合理化事業の実施

の要望がありました。 

詳細については、事務局説明のとおりです。 

以上で報告を終わります。 

○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、並びににあっせんにあたら

れました、８番・大泉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３については報告のとおり承認されました。 

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。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 

番号４。 

 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、高松委員、髙原委員、甲斐委員。 

 報告年月日、令和２年５月８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。 

 当該あっせん案件は、譲渡申出があり上記あっせん委員が指名され、第１回あっせん委員会を開

催し土地の価格を算定し譲渡人より了承を得て、第２回あっせん委員会を開催し、農用地の利用関

係の調整を実施した結果、公益財団法人北海道農業公社に対し町を経由して買入の要請を行うこと

となりましたので、報告致します。 

 土地の所在、字オソツベツ３０－４。 

 現況地目、畑。 

面積、１８６，１１５㎡外６筆、合計面積は４８１，５３６㎡。 

価格、１４，９３２，０００円。 

一時貸付予定者は、●●●● ●●●●さんとなっております。 

 なお、番号４につきましては、あっせん委員長であります澁谷委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １番・澁谷君。 

○１番（澁谷 洋君） １番・澁谷です。 

 報告第９２号、番号４について報告致します。 

令和２年４月１６日にあっせん委員の指名があり、令和２年４月２８日に高松委員、髙原委員、

甲斐委員と私、事務局より小幡係長、大河原主事で現地調査を行い、価格を決定し、あっせん委員

長に互選された私より、申出者に価格を提示したところ、譲渡の承諾を得たので、令和２年５月８

日に役場大会議室において、第２回あっせん委員会を開催し、買受け希望者を調整したところ、●

●●● ●●●●さんに決定しましたが、譲受人より公益財団法人 北海道農業公社による農地保

有合理化事業の実施の要望がありました。 

詳細については、事務局説明のとおりです。 
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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４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、１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４については報告のとおり承認されました。 

（●●●●君復席） 

続いて番号５を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 

番号５。 

 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、高松委員、髙原委員、甲斐委員。 

 報告年月日、令和２年５月８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。 

 当該あっせん案件は、譲渡申出があり上記あっせん委員が指名され、第１回あっせん委員会を開

催し土地の価格を算定し譲渡人より了承を得て、第２回あっせん委員会を開催し、農用地の利用関

係の調整を実施した結果、公益財団法人北海道農業公社に対し町を経由して買入の要請を行うこと

となりましたので、報告するものであります。 

 土地の所在、字標茶２１２－１。 

 現況地目、畑。 

面積、９，５４９㎡外８筆、合計面積は４０９，７４７㎡。 

価格は、１６，７３２，０００円。 

一時貸付予定者は、●●●● ●●●●さんとなっております。 

 なお、番号５につきましては、あっせん委員長であります澁谷委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １番・澁谷君。 

○１番（澁谷 洋君） １番・澁谷です。 

 報告第９２号、番号５について報告致します。 

令和２年４月１６日にあっせん委員の指名があり、令和２年４月２８日に高松委員、髙原委員、

甲斐委員と私、事務局より小幡係長、大河原主事で現地調査を行い、価格を決定し、あっせん委員

長に互選された私より、申出者に価格を提示したところ、譲渡の承諾を得たので、令和２年５月８

日に役場大会議室において、第２回あっせん委員会を開催し、買受け希望者を調整したところ、●

●●● ●●●●さんに決定しましたが、譲受人より公益財団法人 北海道農業公社による農地保

有合理化事業の実施の要望がありました。 
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詳細につきましては事務局説明のとおりです。 

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５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、１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５については報告のとおり承認されました。 

続いて番号６を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 

番号６。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、嶋中委員。 

 あっせん委員、大泉委員、熊谷委員、渡邊委員。 

 報告年月日、令和２年４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。 

 当該あっせん案件は、譲渡申出があり上記あっせん委員が指名され、第１回あっせん委員会を開

催し土地の価格を算定し譲渡人より了承を得て、第２回あっせん委員会を開催し、農用地の利用関

係の調整を実施した結果、公益財団法人北海道農業公社に対し町を経由して買入の要請を行うこと

となりましたので、報告致します。 

 土地の所在、字西熊牛原野西２線７０－２。 

 現況地目、畑。 

面積、６，５７１㎡外８筆、合計面積１４２，３７４㎡。 

価格、６，０２７，０００円。 

一時貸付予定者、●●●●さん。 

続いて、土地の所在、字西熊牛原野西３線８６－７。 

 現況地目、畑。 

面積、４７，８３４㎡外６筆、合計面積は１０３，８９１㎡。 

価格は、４，４６０，０００円。 

一時貸付予定者は、●●●●さん。 

続いて、土地の所在、字西熊牛原野西４線５８－２。 

 現況地目、畑。 

面積、４９，２９５㎡。 

価格、２，５００，０００円。 

一時貸付予定者は、●●●●さん。 
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続いて、土地の所在、字栄２３１－１０。 

 現況地目、採放地。 

面積、１１３，４１８㎡外２筆、合計面積は１３６，１８６㎡。 

価格、５，５２７，０００円。 

一時貸付予定者は、●●●●さん。 

合計２０筆、合計面積４３１，７４６㎡。 

なお、番号６につきましては、あっせん委員長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） ５番・嶋中君。 

○５番（嶋中 勝君） ５番・嶋中。 

 報告第９２号、番号６について報告致します。 

令和２年４月１５日にあっせん委員の指名があり、令和２年４月２４日に熊谷委員、大泉委員、

渡邊委員と私、事務局より小幡係長、大河原主事で現地調査を行い、価格を決定し、あっせん委員

長に互選された私より、申出者に価格を提示したところ、譲渡の承諾を得ましたので、令和２年４

月３０日に●●●●●●●●において、第２回あっせん委員会を開催し、買受け希望者を調整した

ところ、●●●●さん、●●●●さん、●●●●さん、●●●●さんに決定しましたが、譲受人よ

り公益財団法人 北海道農業公社による農地保有合理化事業の実施の要望がありました。 

詳細につきましては事務局説明のとおりです。 

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６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、５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。 

 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６については報告のとおり承認されました。 

続いて番号７を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 

番号７。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、渡邊委員。 

 あっせん委員、大泉委員、熊谷委員、嶋中委員。 

 報告年月日、令和２年４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。 

 当該あっせん案件は、譲渡申出があり上記あっせん委員が指名され、第１回あっせん委員会を開

催し土地の価格を算定し譲渡人より了承を得て、第２回あっせん委員会を開催し、農用地の利用関

係の調整を実施した結果、公益財団法人北海道農業公社に対し町を経由して買入の要請を行うこと



12 

 

となりましたので、報告するものであります。 

 土地の所在、字標茶５３５－１。 

 現況地目、畑。 

面積、５１，６９７㎡外２筆、合計面積は２１７，５６９㎡。 

価格は、１２，７９２，０００円。 

一時貸付予定者は、●●●● ●●●●さん。 

続いて土地の所在、字栄７－１。 

 現況地目、畑。 

面積、１９，９４２㎡外１筆、合計面積は７２，０２６㎡。 

価格は、２，６６２，０００円。 

一時貸付予定者は、●●●●さんとなっております。 

合計５筆、合計面積２８９，５９５㎡。 

なお、番号７につきましては、あっせん委員長であります渡邊委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ９番・渡邊君。 

○９番（渡邊裕義君） ９番・渡邊です。 

 報告第９２号、番号７について報告致します。 

令和２年４月１５日にあっせん委員の指名があり、令和２年４月２４日に熊谷委員、大泉委員、

嶋中委員と私、事務局より小幡係長、大河原主事で現地調査を行い、価格を決定し、あっせん委員

長に互選された私より、申出者に価格を提示したところ、譲渡の承諾を得ましたので、令和２年４

月３０日に●●●●●●●●において、第２回あっせん委員会を開催し、買受け希望者を調整した

ところ、●●●● ●●●●さん、●●●●さんに決定しましたが、譲受人より公益財団法人 北

海道農業公社による農地保有合理化事業の実施の要望がありました。 

詳細については事務局説明のとおりです。 

以上で報告を終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号７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、９番・渡邊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７については報告のとおり承認されました。 

続いて番号８を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 

番号８。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、渡邊委員。 
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 あっせん委員、大泉委員、熊谷委員、嶋中委員。 

 報告年月日、令和２年４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。 

 当該あっせん案件は、譲渡申出があり上記あっせん委員が指名され、第１回あっせん委員会を開

催し土地の価格を算定し譲渡人より了承を得て、第２回あっせん委員会を開催し、農用地の利用関

係の調整を実施した結果、公益財団法人北海道農業公社に対し町を経由して買入の要請を行うこと

となりましたので、報告するものであります。 

 土地の所在、字熊牛原野２２線東３２－２。 

 現況地目、畑。 

面積、２１，２６３㎡外３４筆、合計面積は４８３，２８８㎡。 

価格は、２２，８６２，０００円。 

一時貸付予定者、●●●●さん。 

なお、番号８につきましては、あっせん委員長であります渡邊委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ９番・渡邊君。 

○９番（渡邊裕義君） ９番・渡邊です。 

 報告第９２号、番号８について報告致します。 

令和２年４月１５日にあっせん委員の指名があり、令和２年４月２４日に熊谷委員、大泉委員、

嶋中委員と私、事務局より小幡係長、大河原主事で現地調査を行い、価格を決定し、あっせん委員

長に互選された私より、申出者に価格を提示したところ、譲渡の承諾を得ましたので、令和２年４

月３０日に●●●●●●●●において、第２回あっせん委員会を開催し、買受け希望者を調整した

ところ、●●●●さんに決定しましたが、譲受人より公益財団法人 北海道農業公社による農地保

有合理化事業の実施の要望がありました。 

詳細については事務局説明のとおりです。 

以上で報告を終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上をもって番号８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、９番・渡邊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８については報告のとおり承認されました。 

 以上をもって、報告第９２号、内容８件は報告のとおり承認されました。 

 

◎報告第９３号 

○会長（佐 日出夫君） 日程第６。報告第９３号、農地部会審査報告についてを議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君）はい。 
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 報告第９３号について説明させていただきます。 

 農地部会審査報告について、標茶町参考賃借料の改定について、審査の結果を報告するものであ 

ります。 

 農地部会審査報告書、別紙のとおりであります。 

 報告については、笛木農地部会長よりご報告願います。 

○会長（佐瀨日出夫君） １４番・笛木君。 

○１４番（笛木眞一君） １４番・笛木。 

 平成２１年の農地法改正に伴い、標準小作料制度が廃止されましたが、標茶町農業委員会として、 

標準小作料の概念を引き継いだ形で参考賃借料を設定しており、前回改定から３年を経過したこと 

から、令和２年度以降の参考賃借料を農地部会で審査し、次のとおり決定したので特別委員会会議 

規則第９条の規定により報告を致します。 

 標茶町参考賃借料の改定については、２月１２日、２月２７日に農地部会を開催し審議を行いま 

した。 

 改定作業については、これまでの参考賃借料と同様、「土地残余方式」による算出を基本として 

その金額をもとに、貸し手、借り手の代表者を含めた協議会を新型コロナウイルス感染防止のため 

書面開催による検討を進めました。 

 土地残余方式による算定結果では、粗収益と生産費用がほぼ横ばいで推移しており、大きな変更

はありませんでした。 

 社会情勢においても、特記すべき事項がなくこれらを踏まえ、作目は牧草で１０アール当たり、

上畑を３，２００円（現行賃借料と変更なし）、中畑を２，１００円（現行賃借料と変更なし）、

下畑を１，５００円（現行賃借料と変更なし）に決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（佐瀨日出夫君） 以上で、農地部会長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。 

○会長（佐 日出夫君） １０番・平間君。 

○１０番（平間 清君） すいません。 

 自分、無知でよくわからないのですが、この賃借料というのは、消費税はかからないんでしょう

か。 

○会長（佐 日出夫君） 休憩致します。 

 

休憩 午前１０時４０分 

再開 午前１０時４４分 

 

○会長（佐 日出夫君） 休憩前に引続き会議を開きます。 

 ただ今の案件について、事務局より説明をお願いします。 

○農地係長（小幡裕也君） この賃借料については、消費税はかかっておりませんのでご了承くだ

さい。 

○会長（佐 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） ご質疑ないものと認めます。 
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 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９３号については報告のとおり承認されました。 

 

◎議案第１９７号 

○会長（佐 日出夫君） 日程第７。議案第１９７号、参考賃借料の改定についてを議題と致しま

す。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 議案第１９７号について説明させていただきます。 

 参考賃借料の改訂について、農地法関係事務に係る処理基準第３の８の（１）の⑤に基づく判断

基準として、下記のとおり参考賃借料を改定したいので、議決を求めるものであります。 

 標茶町参考賃借料は、表のとおりとなっております。 

 農地の区分、上畑。 

 参考賃借料（１０ａ当り）、３，２００円。 

 これは令和２年７月１日から適用、適用区域は標茶町内全域を対象としております。 

 作目は牧草で１０ａ当りの収穫が４，０００ｋｇとなっております。 

 農地の区分、中畑。 

 参考賃借料は（１０ａ当り）、２，１００円。 

 これも令和２年７月１日から適用、適用区域は標茶町内全域を対象。 

 作目は牧草で１０ａ当り３，５００ｋｇ。 

 農地の区分、下畑。 

 参考賃借料（１０ａ当り）、１，５００円。 

 これも令和２年７月１日から適用、適用区域は標茶町内全域を対象としております。 

 作目は牧草で１０ａ当り３，１００ｋｇ。 

 この処理基準第３の８の（１）の⑤に基づく判断基準とはですね、地域の実勢の借賃に比べて、

極端に高額な借賃で賃貸契約が締結され、周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引き上

げをもたらす恐れのある権利取得等は、周辺の地域における農地等の農業上の効率かつ、総合的な

利用の確保に支障が生ずる恐れがあるとして、農地法第３条の所有権移転や賃貸借の許可をできな

いものとしております。 

この表の下に記載しておりますが、処理基準第３の８の（１）の⑤に基づく判断基準の額は、原

則として上畑の参考賃借料を超えた額とするものであります。 

 以上です。 

○会長（佐 日出夫君） 以上をもって、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 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。 
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 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 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１９７号は原案可決されました。 

 

◎議案第１９８号 

○会長（佐 日出夫君） 日程第８。議案第１９８号、農用地の賃貸借に係る合意解約について、 

内容５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。 

 振興係長不藤君。 

○振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 議案第１９８号について説明させていただきます。 

農用地の賃貸借に係る合意解約について、農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知が

あった下記の件について、議決を求めるものであります。 

合意解約の通知があった土地の表示は、別紙のとおり５件であります。 

番号１。 

 賃貸人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 賃借人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の表示、字クチョロ１７５－１の内。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、畑。 

 面積、４，４０９㎡外７筆、合計面積１９１，７２４㎡となっております。 

 設定内容、賃貸借。 

 契約年月日、平成２８年４月２８日。 

 契約期間、平成２８年４月２８日から令和３年４月２７日まで。 

 賃貸借の解約が合意された年月日、令和２年５月２５日。 

 土地の引渡し時期、令和２年５月２５日となっております。 

 なお、調査結果につきましては、澁谷委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １番・澁谷君。 

○１番（澁谷 洋君） １番・澁谷です。 

議案第１９８号、番号１について報告致します。 

６月１５日に、現地を確認してまいりました。 

本件につきましては、賃貸人の要望により、賃借人と合意解約するものです。 

賃貸人、●●●●さんと、賃借人、●●●●さんの、賃貸借の解約が合意された年月日は、土地

の引渡時期から６カ月以内に成立しているため、農地法第１８条第１項第２号の要件を満たし、許

可が不要であると判断致しました。 

詳細につきましては、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、並びに現地調査にあたられ

ました１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。 
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 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐 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 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、原案可決されました。 

お諮り致します。 

番号２から番号３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 日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

よって、番号２から番号３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。 

 振興係長不藤君。 

○振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号２。 

 賃貸人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 賃借人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の表示、字虹別原野４５１－４の内。 

 地目、登記簿、山林。 

現況、畑。 

 面積、４，１０５㎡。 

設定内容、賃貸借。 

 契約年月日、平成２９年３月２７日。 

 契約期間、平成２９年３月２７日から令和９年３月２６日まで。 

 賃貸借の解約が合意された年月日、令和２年３月３１日。 

 土地の引渡し時期、令和２年４月１日となっております。 

 なお、番号３につきまして、賃借人、設定内容、契約年月日、契約期間、賃貸借の解約が合意さ

れた年月日、土地の引渡し時期が番号２と同じでおりますので、説明を省略させていただきます。 

番号３。 

 賃貸人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の表示、字虹別原野２６８。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、８，９７２㎡外１８筆、合計面積４２９，７８２㎡となっております。 

 なお、調査結果につきましては、髙原委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ３番・髙原君。 

○３番（髙原文男君） ３番・髙原です。 

議案第１９８号、番号２及び３について報告致します。 

６月１５日に、現地を確認してまいりました。 

本件につきましては、賃貸人の要望により、賃借人と合意解約するものです。 
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賃貸人、●●●●さん、●●●●さんと、賃借人、●●●●さんの、賃貸借の解約が合意された

年月日は、土地の引渡時期から６カ月以内に成立しているため、農地法第１８条第１項第２号の要

件を満たし、許可が不要であると判断致しました。 

詳細につきましては、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から番号３まで内容２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３番・髙原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 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 日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２から番号３まで内容２件については、原案可決されました。 

お諮り致します。 

番号４から番号５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 日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

よって、番号４から番号５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。 

 振興係長不藤君。 

○振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号４。 

 賃貸人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 賃借人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の表示、字チャンベツ原野７４－１１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、８，６３５㎡。 

設定内容、賃貸借。 

 契約年月日、平成２７年７月３１日。 

 契約期間、平成２７年７月３１日から令和２年７月３０日まで。 

 賃貸借の解約が合意された年月日、令和２年６月５日。 

 土地の引渡し時期、令和２年６月５日となっております。 

 なお、番号５につきまして、賃貸人、設定内容、賃貸借の解約が合意された年月日、土地の引渡

し時期が番号４と同じでありますので、説明を省略させていただきます。 

番号５。 

 賃借人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の表示、字中チャンベツ原野北６線２－５。 

 地目、登記簿、牧場。 
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現況、畑。 

 面積、５，３６５㎡。 

 契約年月日、平成２８年９月３０日。 

 契約期間、平成２８年９月３０日から令和８年９月２９日まで。 

 なお、調査結果につきましては、甲斐委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ６番・甲斐君。 

○６番（甲斐やす子君） ６番・甲斐です。 

議案第１９８号、番号４から番号５について報告致します。 

６月２３日に、現地を確認してまいりました。 

本件につきましては、賃貸人の要望により、賃借人と合意解約するものです。 

賃貸人、●●●●さんと、賃借人、●●●●さん、●●●●さんの、賃貸借の解約が合意された

年月日は、土地の引渡時期から６カ月以内に成立しているため、農地法第１８条第１項第２号の要

件を満たし、許可が不要であると判断致しました。 

詳細につきましては、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４から番号５まで内容２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６番・甲斐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 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 日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号４から番号５まで内容２件については、原案可決されました。 

 以上をもって、議案１９８号、内容５件は原案可決されました。 

 

◎議案第１９９号 

○会長（佐 日出夫君） 日程第９。議案第１９９号、農業振興地域整備計画の変更について、内

容２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。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君）はい。 

 議案第１９９号について説明させていただきます。 

 農業振興地域整備計画の変更について、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２に

基づき、標茶町長より意見を求められた下記の件について、意見を求めるものであります。 

 意見を求められた土地の表示は、別紙のとおり２件であります。 

 番号１。 

 区分、除外。 

 地番、字熊牛原野２１線東１７番地２。 
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 現況地目、原野。 

 面積、４，７４４㎡。 

 事業計画の名称、太陽光発電設備建設事業。 

 事業主体、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●さん。 

 事業開始、除外後。 

 事業の規模等、太陽電池パネル２５２枚。 

 土地所有者、●●●●さん。 

 事業の必要性、緊急性、新たに太陽電池パネルを設置するものであります。 

 土地選定の理由、当該地は、地理的に送電線に容易に接続でき、傾斜もないことから、底地の整

備も容易である。 

周辺には農用地等以外の代替地も無く、周辺農用地等への影響も軽微なことからやむを得ず選定

するものであります。 

 番号１につきましては、熊谷委員よりご報告をお願い致します。 

○会長（佐 日出夫君） １２番・熊谷君。 

○１２番（熊谷英二君） １２番・熊谷です。  

議案第１９９号、番号１について報告を致します。 

 ６月１２日に事務局より調査の依頼があり、６月１７日に渡邊委員、嶋中委員と私、事務局より

小幡係長と大河原主事と私で現地調査を行ってまいりました。 

 申請地は参考資料の１ページから１０ページに記載されていますのでご覧下さい。 

 この案件は、●●●● ●●●●さんが太陽電池パネルを建設するため、農振農用地区域内の農

地を農地以外にすることを標茶町に申請し、その変更が妥当かどうかの意見を町より求められたも

のであります。 

 調査の結果、妥当と判断し問題ないと思われます。 

この除外を受けようとする土地の表示及び現況、除外しようとする面積は記載のとおりと確認し

ております。 

 除外しようとする内容及び目的、計画についても記載のとおり確認をしております。 

当該地は、周辺に代替地がなく、周辺農用地等への影響も軽微なことからやむを得ないものと判

断いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（佐 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

ました１２番・熊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 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 日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

 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。 
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 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君）はい。 

 番号２。 

 区分、除外。 

 地番、字上多和１０４番地１。 

 現況地目、原野。 

 面積、５０，３１６㎡の内４８，２８５㎡外３筆、合計面積は５０，４０４㎡ 

 事業計画の名称、太陽光発電設備建設事業。 

 事業主体、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●さん。 

 事業開始、除外後。 

 事業の規模等、太陽電池パネル１，４６４枚。 

 土地所有者、●●●●さん。 

 事業の必要性、緊急性、新たに太陽電池パネルを設置するものであります。 

 土地選定の理由、当該地は、地理的に送電線に容易に接続でき、日射条件もよい。 

周辺には農用地等以外の代替地も無く、周辺農用地等への影響も軽微なことからやむを得ず選定

するものであります。 

 番号２につきましては、調査委員であります熊谷委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐 日出夫君） １２番・熊谷君。 

○１２番（熊谷英二君） １２番・熊谷です。 

 議案第１９９号、番号２について報告致します。 

 ６月１７日に事務局より調査の依頼があり、６月２３日に髙原委員、笛木委員と私、事務局より

小幡係長と大河原主事で現地調査を行ってまいりました。 

 申請地は参考資料の１１ページから１７ページに記載されていますのでご覧下さい。 

 この案件は、●●●● ●●●●さんが太陽電池パネルを建設するため、農振農用地区域内の農

地を農地以外にすることを標茶町に申請し、その変更が妥当かどうかの意見を町より求められたも

のであります。 

 調査の結果、妥当と判断し問題ないと思われます。 

この除外を受けようとする土地の表示及び現況、また除外しようとする面積は記載のとおりと確

認しております。 

 除外しようとする内容及び目的、計画についても記載のとおり確認しております。 

当該地は、周辺に代替地がなく、周辺農用地等への影響も軽微なことからやむを得ないものと判

断いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（佐 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

ました１２番・熊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 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 日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第１９９号、内容２件は原案可決されました。 

 

◎議案第２００号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１０。議案第２００号、農地法第３条の規定による許可申請につ

いて内容１０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 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。 

農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 議案第２００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は、別紙のとおり１０件であります。 

番号１。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野１４線西１－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３５，６９５㎡外５筆、合計面積７９，４７９㎡。 

契約の種類、交換。 

 権利移転設定の理由、譲渡人、利便性向上のため、譲受人、利便性向上のため。 

 世帯員又は構成員、譲受人２名。 

 畑、採放地につきましては、譲受人２，３０２，９８３㎡。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

番号２。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野１２線西４－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３７，１７０㎡外４筆、合計面積は１３５，５９６㎡。 

契約の種類、交換。 

 権利移転設定の理由、譲渡人、譲受人共に利便性向上のため。 

 世帯員又は構成員、譲受人２名。 

 畑、採放地につきましては、譲受人が１，８４３，４０４㎡うち借入地４８３，０２７㎡。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 
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 なお、調査結果につきましては、森田委員よりご報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ７番・森田君。 

〇７番（森田享子君） ７番・森田です。 

議案第２００号、番号１、２について報告致します。 

６月１１日に事務局より調査依頼があり、６月１５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。 

●●●●さんと●●●●さん双方の、利便性向上のため農地を交換し、効率的に農地を使用する

ためです。 

申請地を取得後、この農地すべてについて耕作を行い、農作業に常時従事し、周辺農地への影響

はなく、効率的に利用されるかについても確認しました。 

●●さんと、●●さんの申請地を含めた、農地所有面積は下限面積要件を満たしております。 

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２まで内容２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・森田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から番号２まで内容２件については原案可決されました。 

お諮り致します。 

 番号３から番号５まで内容３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 日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３から番号５まで内容３件を、一括議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 番号３。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字チャンベツ原野基線４０－２。 

 地目、登記簿、畑。 

現況、採放地。 

 面積、５，０４０㎡外６筆、合計面積１９，０２６㎡。 

契約の種類、売買。 

 権利移転設定の理由、譲渡人、相手方要望、譲受人、経営規模拡大のため。 
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 資金調達の方法及び価格、自己資金１７６，３０３円。 

 世帯員又は構成員、譲受人４名。 

 畑、採放地につきましては、譲受人畑１，４１１，４４９㎡うち借入地４７０，４７０、採放地

１９，０２６㎡。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

 なお、番号４から番号５については、譲渡人、契約の種類、権利移転の理由が番号３と同じであ

りますので、説明を省略させていただきます。 

 番号４。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字中チャンベツ原野北６線２－５。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、畑。 

 面積、５，３６５㎡。 

 資金調達の方法及び価格、自己資金１６０，９５０円。 

 世帯員又は構成員、譲受人４名。 

 畑、採放地につきましては、譲受人畑１，２３３，７１８㎡うち借入地５９，３２５㎡。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

 番号５。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字多和４２５－１。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、畑。 

 面積、３８，６１２㎡。 

 資金調達の方法及び価格、自己資金７７，２２４円。 

 世帯員又は構成員、譲受人２９名。 

 畑、採放地につきましては、譲受人２，６５９，９３５㎡うち借入地８６０，７３３㎡。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

なお、調査結果につきましては甲斐委員より、ご報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ６番・甲斐君。 

〇６番（甲斐やす子君） ６番・甲斐です。 

議案第２００号、番号３から番号５について報告致します。 

６月１０日に事務局より調査依頼があり、６月２３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、すでに離農しているため農地を売渡し、譲受人の●●●●さんと●●

●●さんと●●●● ●●●●さんは農地を取得し、規模拡大のため今回の申請となりました。 

●●さん、●●さん、●●さんが申請地を譲受後、この農地全てについて、耕作を行い農作業に

常時従事し、周辺農地へ影響なく効率的に利用されることについても確認致しました。 

また、それぞれ経営農地面積は申請地を含め、下限面積要件を満たしております。 

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した。 

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３から番号５まで内容３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６番・甲斐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。 

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から番号５まで内容３件については原案可決されました。 

お諮り致します。 

 番号６から番号８まで内容３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 日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号６から番号８まで内容３件を、一括議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 番号６。 

 貸付人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●さん。 

 借受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字クチョロ原野北１３線１－１の内。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、畑。 

 面積、６４，０００㎡。 

契約の種類、賃貸借（許可日から５年間）。 

 権利設定の理由、譲渡人、相手方要望、譲受人、経営規模拡大のため。 

 価格、６４，０００円。 

 世帯員又は構成員、借受人４名。 

 畑、採放地につきましては、譲受人１，３８４，９２７㎡うち借入地９０，９２７㎡。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

 なお、番号７から番号８につきましては貸付人、契約の種類、権利設定の理由が番号６と同じで

ありますので、説明を省略させていただきます。 

 番号７。 

 借受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字クチョロ原野北１３線１－１の内。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、畑。 

 面積、３５，６００㎡。 

 価格、３５，６００円。 

 世帯員又は構成員、借受人４名。 

 畑、採放地につきましては、借受人６９８，４００㎡うち借入地３８１，８００㎡。 
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 経営の状況については、省略させていただきます。 

 番号８。 

 借受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字クチョロ原野北１３線１－１の内。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、畑。 

 面積、３４，５００㎡。 

 価格、３４，５００円。 

 世帯員又は構成員、借受人３名。 

 畑、採放地につきましては、借受人１，０５４，８００㎡うち借入地６８９，３００㎡。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

なお、調査結果につきましては澁谷委員より、報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １番・澁谷君。 

〇１番（澁谷 洋君） １番・澁谷です。 

議案第２００号、番号６から番号８について報告致します。 

６月１１日に事務局より調査依頼があり、６月１５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。 

貸付人の●●●●さんは、相手方要望により農地を貸付、借受人の●●●●さん、●●●●さん、

●●●●さんは経営規模拡大のため今回の申請となりました。 

●●さん、●●さん、●●さんが申請地を借受後、この農地全てについて、耕作を行い農作業に

常時従事し、周辺農地へ影響なく効率的に利用されることについても確認致しました。 

また、それぞれ経営農地面積は申請地を含め、下限面積要件を満たしております。 

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した。 

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６から番号８まで内容３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１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。 

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６から番号８まで内容３件については原案可決されました。 

続いて番号９を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 番号９。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 
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 土地の所在、字クチョロ１７５－１。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、畑。 

 面積、８，８６４㎡外７筆、合計面積２１７，３５９㎡。 

契約の種類、売買。 

 権利移転設定の理由、譲渡人、相手方要望、譲受人、経営規模拡大のため。 

 資金調達の方法及び価格、自己資金８，０００，０００円。 

世帯員又は構成員、譲受人４名。 

 畑、採放地につきましては、譲受人畑が１，５３７，３５９㎡うち借入地３４０，０００㎡、採

放地は１８０，０００㎡。 

 経営の状況につきましては、省略させていただきます。 

 なお、調査結果につきましては、澁谷委員により報告願います。 

○会長（佐瀨日出夫君） １番・澁谷君。 

〇１番（澁谷 洋君） １番・澁谷です。 

議案第２００号、番号９について報告致します。 

６月１１日に事務局より調査依頼があり、６月１５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、相手方要望により農地を譲渡し、譲受人の●●●●さんは経営規模拡

大のため今回の申請となりました。 

●●さんが申請地を取得後、この農地全てについて、耕作を行い農作業に常時従事し、周辺農地

へ影響なく効率的に利用されることについても確認致しました。 

また、●●さんの経営農地面積は申請地を含め、下限面積要件を満たしております。 

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した。 

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９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１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。 

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９については原案可決されました。 

続いて番号１０を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 番号１０。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さん。 
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 土地の所在、字阿歴内４８６。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１，１８５㎡。 

契約の種類、売買。 

 権利移転設定の理由、譲渡人、相手方要望、譲受人、経営規模拡大のため。 

 資金調達の方法及び価格、自己資金１３，０００円。 

 世帯員又は構成員、譲受人６名。 

 畑、採放地については、譲受人が２，８２２，４６８㎡うち借入地２，４９８，４８５㎡。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

 なお、調査結果につきましては、津野委員より報告をお願いいたします。 

○会長（佐瀨日出夫君） １３番・津野君。 

〇１３番（津野 斉君） １３番・津野です。 

議案第２００号、番号１０について報告致します。 

６月１１日に事務局より調査依頼があり、６月１７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、相手方要望により農地を譲渡し、譲受人の●●●● ●●●●さんは

経営規模拡大のため今回の申請となりました。 

●●●● ●●●●さんが申請地を取得後、この農地全てについて、耕作を行い農作業に常時従

事し、周辺農地へ影響なく効率的に利用されることについても確認致しました。 

また、●●●● ●●●●さんの経営農地面積は申請地を含め、下限面積要件を満たしておりま

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した。 

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１０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１３番・津野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１０については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第２００号、内容１０件は原案可決されました。 

 

◎議案第２０１号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１１。議案第２０１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。 

 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。 
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（●●●●君退席） 

事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 

 議案第２０１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件であります。 

 番号１。 

 所有者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●さん。 

 転用者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

土地の所在、字ヌッパシュナイ１４－１の内。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、畑。 

 面積、１０，８８６．７８㎡外１筆、合計面積１６，４２７．７２㎡。 

 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、使用貸借。 

 転用目的、山砂採取。 

 転用計画内容、期間、許可日から令和３年７月２１日まで。 

 採取量６８，４４４㎥。 

 事業費、３，７１８，０００円 

 調査委員は、嶋中委員、渡邊委員、熊谷委員となっております。 

調査結果につきましては嶋中委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ５番・嶋中君。 

○５番（嶋中 勝君） ５番・嶋中。 

議案第２０１号、番号１について報告いたします。 

６月１２日に事務局より調査の依頼があり、６月１７日に渡邊委員、熊谷委員と私、事務局より

大河原主事で現地調査を行ってまいりました。 

申請地は参考資料の１８ページから２１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●●●● ●●●●さんで、貸主の●●●●さんの土地で、山砂採取を目的と

した、一時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と確

認しております。 

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います。 

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等は認められません。 

農振農用地区域内の農地は原則不許可ですが、この農地から山砂採取という限定的な目的で、代

替性もなく、一時転用ということから、この転用については問題ないものと判断致しました。 

以上で報告終わります。 
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○会長（佐 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

ました５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 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 日出夫君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第２０１号、内容１件は原案可決されました。 

 

◎議案第２０２号 

○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１２。議案第２０２号、農用地の買入協議に係る要請について、

内容６件を議題と致します。 

 お諮り致します。 

 番号１から番号６まで内容６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 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６まで内容６件を、一括議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 議案第２０２号について説明させていただきます。 

 農用地の買入協議に係る要請について、農業経営基盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づき、

所有権移転に係る利用調整申出のあった下記の農用地について、公益財団法人 北海道農業公社に

よる買入が特に必要と認められるので、同法第１６条第１項の規定に基づき、標茶町長に買入協議

の要請をすることについて議決を求めるものであります。 

 所有権移転に係る利用調整申出のあった農用地は、別紙のとおり６件であります。 

 番号１。 

 利用調整申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 申出を受けた年月日、令和２年４月６日。 

 土地の所在、字上多和原野東１線６４－３。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１６，６８３㎡外１３筆、合計面積は３０８，８８６㎡。 

 上多和原野西１線７０－１６と７０－１８については、現況地目が農地ではないことから、買入

の協議対象とはしませんが、合理化事業による買入をするので記載されているものでございます。 

番号２。 

 利用調整申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 申出を受けた年月日、令和２年２月２１日。 
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 土地の所在、字オソツベツ３０－４。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１８６，１１５㎡外６筆、合計面積は４８１，５３６㎡。 

番号３。 

 利用調整申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 申出を受けた年月日、令和２年３月３１日。 

 土地の所在、字標茶２１２－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、９，５４９㎡外８筆、合計面積は４０９，７４７㎡。 

番号４。 

 利用調整申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 申出を受けた年月日、令和２年４月１日。 

 土地の所在、字西熊牛原野西２線７０－２。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、６，５７１㎡外１９筆、合計面積は４３１，７４６㎡。 

番号５。 

 利用調整申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 申出を受けた年月日、令和２年２月２７日。 

 土地の所在、字標茶５３５－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５１，６９７㎡外４筆、合計面積は２８９，５９５㎡。 

番号６。 

 利用調整申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 申出を受けた年月日、令和２年４月８日。 

 土地の所在、字熊牛原野２２線東３２－２。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、２１，２６３㎡外３４筆、合計面積は４８３，２８８㎡。 

以上です。 

○会長（佐 日出夫君） 以上をもって番号１から番号６まで内容６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 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 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６まで、内容６件については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第２０２号、内容６件は原案可決されました。 

 

◎議案第２０３号 
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○会長（佐瀨日出夫君） 日程第１３。議案第２０３号、農用地利用集積計画の作成の要請につい

て、内容２９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 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件を一括議題といたします。 

事務局より内容説明させます。 

 振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 議案第２０３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は、別紙のとおり２９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、字虹別原野６７２－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、７１，３３６㎡外３筆、合計面積２０２，２７１㎡。 

 利用権設定等の種類、所有権の移転。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係は、売買。 

 所有権移転の時期は、令和２年６月３０日。 

 対価の支払期限は、令和２年９月３０日。 

土地の引渡時期は、対価の支払日。 

価格は、１１，３４０，０００円。 

支払方法は、指定口座振込となっております。 

なお、番号２から番号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、成立す

る法律関係、所有権移転の時期、対価の支払期限、土地の引渡時期、支払方法が番号１と同じであ

りますので説明を省略させていただきます。 

番号２。 

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

 土地の所在、字虹別原野６７７－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、４０，６１８㎡外１筆、合計面積４５，９７３㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 価格は、２，２６０，０００円。 

番号３。 
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 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●

●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字シラルトロエトロ１５－３。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３８，０９４㎡外１１筆、合計面積４８１，７５８㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 価格は、１４，８２３，０００円。 

番号４。 

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

 土地の所在、字中チャンベツ原野２０４－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３，２７４㎡外４１筆、合計面積６０６，２３４㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 価格は、１８，０３４，０００円。 

番号５。 

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

●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野２１線東３６－４。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１，５５６㎡外１０筆、合計面積２０９，９２９㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑及び採放地。 

 価格は、８，５１６，０００円。 

番号６。 

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

 土地の所在、字虹別原野５６５－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、９１，７７５㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 価格は、６，２０８，０００円。 

番号７。 

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

 土地の所在、字中チャンベツ原野４５９－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、４６，６３９㎡外２筆、合計面積６７，１２２㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 価格、２，８２６，０００円。 

番号８。 

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

●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字中チャンベツ原野４６１－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１４，５３１㎡外３筆、合計面積５３，６８６㎡。 
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 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 価格は、２，１６７，０００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５９線９１－７。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３２，１３３㎡外４筆、合計面積９７，４９４㎡。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 

 価格は、６，７１２，０００円となっております。 

なお、番号１から番号９までは、あっせん案件ですので、あらためての調査は行っておりません。 

以上です。 

〇会長（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） 

○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件については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。 

 振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

番号１０。 

 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、字上オソツベツ原野１２０－４４。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、畑。 

 面積、５，０５７㎡外１筆、合計面積４７，２２２㎡。 

 利用権設定等の種類、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、賃貸借。 

 利用権の期間は、令和２年６月３０日から令和１２年６月２９日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年６月３０日。 
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金額は、年間９，４４４円。 

支払方法は、毎年１２月末日までに指定口座振込みとなっております。 

番号１０については、高松委員より報告をお願いいたします。 

○会長（佐瀨日出夫君） ２番・高松君。 

〇２番（高松俊男君） ２番・高松です。 

議案第２０３号、番号１０について報告致します。 

６月１１日付けで事務局より調査依頼があり、６月１７日に現地調査を行ってまいりました。 

利用権設定等の農地につきましては、継続の賃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、相手方の希望により農地を貸付けするものです。 

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。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に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しました。 

詳細につきましては、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１０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２番・高松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１０については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。 

 振興係長不藤君。 

○振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号１１。 

 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６６８－７。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１１８，２７９㎡。 

 利用権設定等の種類、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、令和２年６月３０日から令和７年６月２９日まで。 

 土地の引渡時期は、令和２年６月３０日。 
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金額は、無償となっております。 

番号１１につきましては、髙橋委員に調査を依頼しておりますので報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １５番・髙橋君。 

〇１５番（髙橋政寿君） １５番・髙橋です。 

議案第２０３号、番号１１について報告致します。 

６月１１日付けで事務局より調査依頼があり、６月１５日に現地調査を行ってまいりました。 

利用権設定等の農地につきましては、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、相手方の希望により農地を貸付けするものです。 

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であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に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。 

詳細につきましては、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１５番・髙橋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。 

 振興係長不藤君。 

○振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号１２。 

 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、字オソツベツ原野６９１－１。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、畑。 

 面積、１２０，３７８㎡外１筆、合計面積２６３，０５５㎡。 

 利用権設定等の種類、使用貸借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、使用貸借。 

 利用権の期間は、令和２年６月３０日から令和１２年６月２９日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年６月３０日。 

金額は、無償となっております。 
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番号１２につきましては、髙橋委員に調査を依頼しておりますので報告をお願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １５番・髙橋君。 

〇１５番（髙橋政寿君） １５番・髙橋です。 

議案第２０３号、番号１２について報告致します。 

６月１１日付けで事務局より調査依頼があり、６月１５日に現地調査を行ってまいりました。 

利用権設定等の農地につきましては、新規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、後継者である●●●●さんに農地を貸付けするものです。 

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であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に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いたしまし 

た。 

詳細につきましては、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１５番・髙橋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。 

 続いて番号１３を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号１３。 

 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、字標茶２０５－１の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３，８８２㎡外７筆、合計面積１０８，３２５㎡。 

 利用権設定等の種類、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、賃貸借。 

 利用権の期間は、令和２年６月３０日から令和７年６月２９日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年６月３０日。 

金額は、年間１０８，３２５円。 



38 

 

支払方法、毎年１２末日までに指定口座振込みとなっております。 

番号１３につきましては、甲斐委員に調査を依頼しておりますので報告お願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ６番・甲斐君。 

〇６番（甲斐やす子君） ６番・甲斐です。 

議案第２０３号、番号１３について報告致します。 

６月１１日付けで事務局より調査依頼があり、６月２３日に現地調査を行ってまいりました。 

利用権設定等の農地につきましては、新規の賃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、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

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。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に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いたしまし 

た。 

詳細につきましては、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１３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６番・甲斐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１３については原案可決されました。 

続いて番号１４を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号１４。 

 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、字クチョロ原野７４の内。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、畑。 

 面積、１１，１３２㎡外４筆、合計面積４８，１４２㎡。 

 利用権設定等の種類、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、賃貸借。 

 利用権の期間は、令和２年６月３０日から令和７年６月２９日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年６月３０日。 
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金額は、年間６７，３９８円。 

支払方法、毎年１１月末日までに指定口座振込みとなっております。 

番号１４につきましては、澁谷委員に調査を依頼しておりますので報告お願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １番・澁谷君。 

〇１番（澁谷 洋君） １番・澁谷です。 

議案第２０３号、番号１４について報告致します。 

６月１１日付けで事務局より調査依頼があり、６月１５日に現地調査を行ってまいりました。 

利用権設定等の農地につきましては、継続の賃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、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

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。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に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いたしまし 

た。 

詳細につきましては、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１４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１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。 

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１４については原案可決されました。 

 続いて、番号１５を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号１５。 

 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、字熊牛原野１２線西４－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３７，１７０㎡外４筆、合計面積１３５，５９６㎡。 

 利用権設定等の種類、使用貸借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑及び採放地。 

 成立する法律関係は、使用貸借。 

 利用権の期間は、令和２年６月３０日から令和２４年１１月２６日まで。 

 土地の引渡時期は、令和２年６月３０日。 
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金額、無償となっております。 

番号１５につきましては、森田委員に調査を依頼しておりますので報告お願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ７番・森田君。 

〇７番（森田享子君） ７番・森田です。 

議案第２０３号、番号１５について報告致します。 

６月１１日付けで事務局より調査依頼がありまして、６月１７日に現地調査を行ってまいりまし

た。 

利用権設定等の農地につきましては、新規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、後継者である●●●●さんに農地を貸付けするものです。 

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であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に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いたしまし 

た。 

詳細につきましては、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１５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・森田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１５については原案可決されました。 

続いて番号１６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。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号１６。 

 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、字栄１９０－２の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、７，０００㎡外８筆、合計面積１６９，４００㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容は、普通畑。 
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 成立する法律関係は、賃貸借。 

 利用権の期間は、令和２年６月３０日から令和１２年６月２９日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年６月３０日。 

金額は、年間２９０，０００円。 

支払方法は、毎年１２月末日までに指定口座振込みとなっております。 

番号１６につきましては、森田委員に調査を依頼しておりますので報告お願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ７番・森田君。 

〇７番（森田享子君） ７番・森田。 

議案第２０３号、番号１６について報告致します。 

６月１１日付けで事務局より調査依頼がありまして、６月１９日に現地調査を行ってまいりまし

た。 

利用権設定等の農地につきましては、継続の賃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、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

借主の●●●●さんは、農地を借受け、自給飼料の確保を図るということでした。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に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いたしまし 

た。 

詳細につきましては、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１６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・森田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１６については原案可決されました。 

（●●●●君復席） 

続いて番号１７を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号１７。 

 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、字標茶７６１－１０。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１４，９９６㎡外３６筆、合計面積１，１９９，３５５㎡。 
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 利用権設定等の種類、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、令和２年６月３０日から令和２２年６月２９日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年６月３０日。 

金額、無償となっております。 

番号１７につきましては、渡邊委員に調査を依頼しておりますので報告お願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ９番・渡邊君。 

〇９番（渡邊裕義君） ９番・渡邊です。 

議案第２０３号、番号１７について報告致します。 

６月１１日付けで事務局より調査依頼がありまして、６月１３日に現地調査を行ってまいりまし

た。 

利用権設定等の農地につきましては、新規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、後継者である●●●●さんに農地を貸付けするものです。 

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あります。 

この使用貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に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いたしまし 

た。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりであります。 

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１７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９番・渡邊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１７については原案可決されました。 

 お諮り致します。 

 番号１８から番号２０まで内容３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１８から番号２０まで内容３件を一括議題と致します。 

 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。 
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振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号１８。 

 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４５６－３。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、４９，３１３㎡。 

 利用権設定等の種類、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、賃貸借。 

 利用権の期間、令和２年６月３０日から令和１２年６月２９日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年６月３０日。 

金額は、年間１４７，９３９円。 

支払方法、毎年１１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１９、番号２０につきましては、利用権の設定等受ける者、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、土地の引渡時期、支払方法が番号１８と同

じでありますので、説明を省略させていただきます。 

番号１９。 

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

 土地の所在、字虹別原野２６８。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、８，９７２㎡外１７筆、合計面積４２８，０８０㎡。 

 金額は、年間１，２８４，２４０円。 

番号２０。 

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

 土地の所在、字虹別原野４５１－４の内。 

 地目、登記簿、山林。 

現況、畑。 

 面積、４，１０５㎡。 

 金額、年間１２，３１５円となっております。 

なお、番号１８から番号２０につきましては、髙原委員に調査を依頼しておりますので報告お願

い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ３番・髙原君。 

〇３番（髙原文男君） ３番・髙原です。 

議案第２０３号、番号１８から番号２０について報告致します。 

６月１１日付けで事務局より調査依頼がありまして、６月１５日に現地調査を行ってまいりまし

た。 

利用権設定等の農地につきましては、新規及び継続の賃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、●●●●さん、●●●●さんは相手側の希望により農地を貸付けするもの

です。 
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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。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に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いたしまし 

た。 

詳細につきましては、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１８から番号２０まで内容３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３番・髙原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１８から番号２０まで内容３件については原案可決されました。 

（●●●●君復席） 

続いて番号２１を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号２１。 

 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７２４－３。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３９，８２７㎡。 

 利用権設定等の種類、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、令和２年６月３０日から令和７年６月２９日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年６月３０日。 

金額、年間１２０，０００円。 

支払方法、毎年１０末日までに指定口座振込みとなっております。 

番号２１については、髙原委員に調査を依頼しておりますので報告お願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） ３番・髙原君。 

〇３番（髙原文男君） ３番・髙原です。 

議案第２０３号、番号２１について報告致します。 

６月１１日付けで事務局より調査依頼がありまして、６月１５日に現地調査を行ってまいりまし

た。 
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利用権設定等の農地につきましては、継続の賃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、相手方の希望により農地を貸付けするものです。 

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。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に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いたしまし 

た。 

詳細につきましては、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２１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３番・髙原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２１については原案可決されました。 

 続いて、番号２２を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号２２。 

 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４２９－７の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１０５，０８７㎡。 

 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、令和２年６月３０日から令和７年６月２９日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年６月３０日。 

金額、年間３２５，０００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。 

番号２２につきましては、笛木委員に調査を依頼しておりますのでより報告お願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １４番・笛木君。 

〇１４番（笛木眞一君） １４番・笛木です。 

議案第２０３号、番号２２について報告致します。 

６月１１日付けで事務局より調査依頼がありまして、６月１４日に現地調査を行ってまいりまし
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た。 

利用権設定等の農地につきましては、継続の賃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、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

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。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に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いたしまし 

た。 

詳細につきましては、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２２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１４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２２については原案可決されました。 

続いて、番号２３を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号２３。 

 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４４７－１。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、畑。 

 面積、１８８，１８６㎡。 

 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、賃貸借。 

 利用権の期間は、令和２年６月３０日から令和１２年６月２９日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年６月３０日。 

金額、年間６００，０００円。 

支払方法、毎年１０月末日までに指定口座振込みとなっております。 

番号２３につきましては、笛木委員に調査を依頼しておりますのでより報告お願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １４番・笛木君。 

〇１４番（笛木眞一君） １４番・笛木です。 
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議案第２０３号、番号２３について報告致します。 

６月１１日付けで事務局より調査依頼がありまして、６月１４日に現地調査を行ってまいりまし

た。 

利用権設定等の農地につきましては、継続の賃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、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

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。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に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いたしまし 

た。 

詳細につきましては、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２３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１４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２３については原案可決されました。 

続いて、番号２４を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号２４。 

 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６７線１１８－１の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、７２，７９４㎡。 

 利用権設定等の種類、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、令和２年６月３０日から令和１２年６月２９日まで。 

 土地の引渡時期は、令和２年６月３０日。 

金額は、年間２３２，９４１円。 

支払方法、毎年１０月末日までに指定口座振込みとなっております。 

番号２４につきましては、笛木委員に調査を依頼しておりますのでより報告お願い致します。 

○会長（佐瀨日出夫君） １４番・笛木君。 
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〇１４番（笛木眞一君） １４番・笛木です。 

議案第２０３号、番号２４について報告致します。 

６月１１日付けで事務局より調査依頼がありまして、６月１４日に現地調査を行ってまいりまし

た。 

利用権設定等の農地につきましては、継続の賃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、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

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。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に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いたしまし 

た。 

詳細につきましては、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２４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１４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２４については原案可決されました。 

続いて、番号２５を議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号２５。 

 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２１１－１。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、畑。 

 面積、１６，６７６㎡。 

 利用権設定等の種類、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、使用貸借。 

 利用権の期間は、令和２年６月３０日から令和１２年６月２９日まで。 

 土地の引渡時期は、令和２年６月３０日。 

金額、無償となっております。 

番号２５につきましては、笛木委員に調査を依頼しておりますのでより報告お願い致します。 
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○会長（佐瀨日出夫君） １４番・笛木君。 

〇１４番（笛木眞一君） １４番・笛木です。 

議案第２０３号、番号２５について報告致します。 

６月１１日付けで事務局より調査依頼がありまして、６月１４日に現地調査を行ってまいりまし

た。 

利用権設定等の農地につきましては、新規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、後継者である●●●●さんに農地を貸付けするものです。 

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であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に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いたしまし 

た。 

詳細につきましては、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２５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１４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２５については原案可決されました。 

 お諮り致します。 

 番号２６から番号２７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２６から番号２７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。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号２６。 

 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３６－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、４７，８４９㎡外４筆、合計面積９４，１０８㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 



50 

 

 成立する法律関係は、賃貸借。 

 利用権の期間は、令和２年６月３０日から令和１２年６月２９日まで。 

 土地の引渡時期は、令和２年６月３０日。 

金額は、年間２８４，２１７円。 

支払方法は、毎年８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２７について、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、土地の引渡時期、支払方法が番号２６と同じでありますので、

説明を省略させていただきます。 

番号２７。 

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

●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字虹別原野６２－１。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、畑。 

 面積、４４，６６３外２筆、合計面積９４，６３５㎡。 

 金額は、年間２３２，２３６円となっております。 

番号２６及び番号２７につきましては、笛木委員に調査を依頼しておりますので報告お願い致し

ます。 

○会長（佐瀨日出夫君） １４番・笛木君。 

〇１４番（笛木眞一君） １４番・笛木です。 

議案第２０３号、番号２６から番号２７について報告致します。 

６月１１日付けで事務局より調査依頼がありまして、６月１４日に現地調査を行ってまいりまし

た。 

利用権設定等の農地につきましては、新規の賃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、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

借主の●●●●さん及び●●●● ●●●●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。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に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いたしまし 

た。 

詳細につきましては、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２６から番号２７まで内容２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１４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） 



51 

 

○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２６から番号２７まで内容２件については原案可決されました。 

お諮り致します。 

 番号２８から番号２９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２８から番号２９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。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号２８。 

 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、字中チャンベツ原野３２７－１。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、畑。 

 面積、２８，５１９㎡外４筆、合計面積１３０，１８９㎡。 

 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、令和２年６月３０日から令和７年６月２９日まで。 

 土地の引渡時期は、令和２年６月３０日。 

金額は、年間３４４，５９２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２９につきましては、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、土地の引渡時期、支払方法が番号２８と同じでありま

すので、説明を省略させていただきます。 

番号２９。 

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

 土地の所在、字片無去２１－６。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１０，５３４外５筆、合計面積６７，１１８㎡。 

 金額は、年間１９８，２８２円となっております。 

番号２８及び番号２９につきましては、甲斐委員に調査を依頼しておりますので報告お願い致し

ます。 

○会長（佐瀨日出夫君） ６番・甲斐君。 

〇６番（甲斐やす子君） ６番・甲斐です。 

議案第２０３号、番号２８から番号２９について報告致します。 

６月１１日付けで事務局より調査依頼がありまして、６月２３日に現地調査を行ってまいりまし

た。 

利用権設定等の農地につきましては、継続の賃貸借契約であり記載のとおり確認しております。 
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貸主の●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付けするものです。 

借主の●●●●さん及び●●●●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。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に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いたしまし 

た。 

詳細につきましては、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２８から番号２９まで内容２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６番・甲斐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２８から番号２９まで内容２件については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第２０３号、内容２９件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３７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３７回標茶町農業委員会総会を閉会致します。 

 どうも御苦労さまでした。 

 

（午前１２時３７分閉会） 


